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■小・中学生に対するヒアリング調査 ヒアリング結果の詳細 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

１．携帯電話の保有をめぐる状況把握 

・塾や習い事にいくときの連絡
用（２件） 
小学１年から専用携帯持っていて。習

い事に行くのに心配だからって、お母さ

んが持たせてくれた（小５生） 

・塾や習い事にいくときの連絡
用（３件） 
小学校４，５年くらいから塾とか習い

事で帰りが遅くなるから携帯持ちなさ

いって言われた。母親のいらないのをお

下がりでもらって使ってる（小６生） 

 

・塾や習い事にいくときの連絡
用（全員） 
親から毎回公衆電話だと不便だから

携帯を持とうという話に段々なって、そ

うだねって軽く同意した（中３生） 

・塾や習い事にいくときの連絡
用（１件） 
 

  ・周りが持っていることから、
友だち関係のためにという理由
 周りも結構持っていて、連絡とかメ
ールがしたかった。遊びに行った時に、

自分だけ持ってない？と心細かった（中

１生） 

・周りが持っていることから、
友だち関係のためにという理由
も（２件） 
 クラスの４分の３以上の人が持って
いて、ないとあるでは違うので。世界が

違うので･･･ないといろんなところで不

便だから、仲間はずれっていうか(中１

生) 

 
   ・転校をきっかけに親から友だ

ち作りのために買ってもらった
ケースもある 
大阪から転校してきたので、こっちで

友だち作るのにないと不便かなって両

親が買ってくれた。欲しいとは思ってい

たけど、高校からでいいやと思っていた

ので、びっくりした（中３生） 

 

使用開始 

  ・中学入学と高校入学をきっか
けに買ってもらうケースが多い
中学で入学祝いに買ってもらうのと

高校で買ってもらう人に分かれている

が、自分の周りでは大体は持っている人

が多く、８割ぐらい（中３） 
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ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

・６年生で、「そろそろ持つのが
自然」と親の方が考えて与える
ケース 
きっかけは、６年の２学期、家族がみ

んな携帯持っていて、みんな買い換えた

時に「一応持つか？」と父親から与えれ

らた。ちょっといいとは思っていたが、

そこまで欲しかったわけではない（小

６） 

 もともと家族共有の携帯を使ってい

たが、「もう６年だしこれは自分専用」

って、自然の流れで（小６） 

 

   使用開始 

・特別のときに親の携帯を借り
るだけで、自分専用としては持
っていない、というケースもみ
られた 
家族で遊園地に行くとき、親と別れて

行動をするときに親の携帯を持たされ

て、親からの電話を受けるだけ。特に今

は欲しいと思わない。」（小５生） 

 

・遊びで親から借りているケー
スもある 
スケジュール入れるとか、音楽流すと

か、世界の時間とか。色々面白かった（小

５生） 
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ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

・ネット利用の制限（ダウンロ
ードのパケット代を使いすぎな
い、変なサイトにつながない）

・ネットは禁止 
携帯のネットはしてはいけないとい

われている。お許しが出たらゲームをダ

ウンロードしたい（小６生） 

・ネット、通話への制限（料金
のリミッター、発信番号の限定、
Ｅメールの解約など） 
最初はＰＨＳで、何ヶ所かしかかけら

れなかった（中１生） 

 

・お金がかかることから、ネッ
トにあまり接続しないように 

   ・発信元不明のメールや電話を
取らない 

・友だちとのメールの禁止 ・共有の携帯電話を利用してい
るケースで、メール禁止のケー
スがある 

・電話料金が高かったり、生活
態度が悪いと取り上げられるこ
ともある 

 

   ・使用してよい金額の上限が決
められており、超えると自分で
払わなくてはならない(中３生
のケースで 5000 円まで) 

・ゲーム・インターネットをや
りすぎない。やりすぎると隠さ
れる 

・料金のかかりすぎ 
電話する時は必要最低限の言葉で言

え。迎えに来てとか、遅いとか。ネット

は電話代がかかるからダメ（小６生） 

 

・電話、メール、ネットのやり
すぎの注意 

 

使い方に

ついて父

母から言

われてい

ること 

   ・携帯をかなり使っているとい
う自覚がある中３生の１件で
は、親から使いすぎを注意され
ているが、自分の使い方が怒ら
れるほどとは思っていない様子
「使いすぎ。料金が出すぎ。もうちょ

っと携帯離せ」って親に叱られる。そん

なにやっているつもりはないんだけど、

親にはやっているように見えているら

しい（中３生） 
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ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

・学校への持参は禁止（全員）。
決まりを破って騒ぎになること
もある 
授業中に見ていてバレた人がいて、ち

ょっと問題にはなりました（小６生） 

 

・学校への持参は禁止（２件）。
決まりは守られているという声
が聞かれた 

・学校への持参は禁止（２件）。
持ってきて学校で取り上げられ
ることも 
先生から取り上げられている人がい

るので、学校には持っていかない（中３

生） 

 

・学校への持参は禁止（３件）。
中１生では守られているが、中
３生ではほとんど守られていな
い様子 
持ってきちゃダメです。でも誰も守っ

てない（中３生） 

・保有状況の把握のために、学
校で携帯電話・パソコンのアン
ケートがあった 

・保有状況の把握のために、携
帯電話を所有している者に挙手
させた 

・校則が自由な学校では持って
きてもよいが、授業中の操作は
禁止 
授業でないときは漫画やゲーム、携帯

もＯＫ。授業中いじるなって言われるけ

どやっている人はいる（中１生） 

 

  

学校から

携帯につ

いて決め

られてい

る事・学校

側で行っ

ているこ

と 

    ・チェーンメールが問題化。そ
れに関する連絡が来ているケー
スが３件。送ってもいいアドレ
スの紹介、消去する指導など 

・チェーンメールが問題化。作
らないことと、受信した場合は
消去するなどの指導 
同級生の悪口のチェンメ（チェーンメ

ール）はあまりないけど、先生の悪口の

チェンメは結構ある（中３生） 

 

２.携帯電話の利用実態と意識 

・電話は家族との連絡が多い 
電話は通話料がバカにならないから、

するのは家族（小６生） 

話すのはお母さん、お父さんかおばあ

ちゃんがほとんど。メールは友だちとは

禁止されている（小５生） 

 

・電話は家族との連絡が多い ・連絡をとるのは、ほとんどが
友人や学校の先輩 

・連絡をとるのは、ほとんどが
友人や学校の先輩 

携帯で何

をしてい

るか 

   ・電話よりもメールを利用する
ことが多い。緊急時のみ携帯か
ら電話をするという声も 

・電話よりもメールを利用する
ことが多い。緊急時のみ携帯か
ら電話をするという声も 
電話は高いから、連絡つかない最終手

段（中３生） 
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ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

・友だちと電話をすることもあ
るが、電話よりもメールの方が
多い 
 

      

・音楽のダウンロード（中学生
の姉がいるケース）。周囲では
ダウンロードで利用料が月何万
になったというケースも 

・携帯電話についているアプリ
のゲームを親に内緒でする 

・多彩な機能が使われている（音
楽等のダウンロード・サイトを
見る、メモ代わり、着信音を作
る、写真を撮る、暇つぶしにゲ
ームをする、辞書代わり、スケ
ジュールを入れる、目覚まし等）
 

・ネットからゲーム、音楽をダ
ウンロード（中３生のケース）

・その他の機能も利用している
（ストップウォッチ、学校の時
間割を登録、暇つぶしにアプリ
のゲーム） 

・写真を撮る（３件）。写真合
成機能によって遊ぶケースも 

 ・写真を撮って、それを待ち受
け画面に使用したり、友人に送
るという声 

・ギャル文字が周囲の友だちで
流行している 

・音声録音をタイマーで流した
り、スケジュールをアラームで
知らせる機能など 

・周りに音楽・壁紙のダウンロ
ード、会話形式のメールなどに
はまっている人がいる（それに
対しては、「たまにイライラす
る」「料金が心配」「羨ましく
ない」といった意見が聞かれた）
 

・ダウンロードを頻繁に利用し、
高額な利用金額を払っている人
の話もあった 
メールとサイト開いたりしていると、

着信の音楽を取ったり情報量がかかっ

ていて、定額に入っていても１万円越し

たり。信じられないですよ（中３生） 

 

携帯で何

をしてい

るか 

      ・使いすぎについて 
やりこんでいる人は日付が変わって

も３時とかまでずっとしてる。僕は１１

時位まではするけど、それよりはしない

（中１生） 
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ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

家族のコ

ミュニケ

ーション

への影響 

  ・コミュニケーションを助けて
いる 
 お母さんから携帯電話借りて、お父さ

んにメールすることもある。お父さんが

スキーを計画していることをメールで

教えてくれた。良かった（小５生） 

・家族に聞かれたくないことを
やりとりできるという利点 
好きな人の大会に呼ばれたとき、誰か

一緒に行ってくれる？っていうのを家

の電話で親に聞かれたくないから、携帯

で友だちに呼びかけて一緒に行っても

らった（中１生） 

 

・親と共有の携帯の１件のケー
スでは、親からの干渉を嫌って
いる 
 親がどこにいるかとしつこく電話し

てきて鬱陶しい（中１生） 

・同じクラスの友だち間で内緒
話がメールで流れることもある
面白かったのは、クラスの子とメール

している時に、クラスの誰が誰を好きと

か、すごく流れて面白かった。笑っちゃ

うくらい回って来た。・・・友だちから

恋愛相談をされたり。答える。めったに

はない。たまに（小６生） 

  ・用事のためよりも、コミュニ
ケーションをとるためにメール
でやりとりをしている 
内容は、「明日何時に」とか、テレビ

の話とか。比率は用事よりプライベート

が多いです。くだらない方が多いです

（中１生） 

くだらないメールばっかり毎日して

います。暇つぶしっていうか、コミュニ

ケーションとして使う。「今何してい

る？」とか、「何しているよ」、「今日

何した？」みたいな普通の会話をする

（中３生） 

 

・メールの内容は部活の連絡、
遊びの誘い、学校の友だちとの
世間話 
 部活連絡はほとんど携帯のメールに

来る。持っていない人には、ついでに誰

誰に電話しておいてとか。友だちには遊

びに行こうという誘いのメール、携帯電

話を持っていないと誘いにくい、誘われ

にくくなっちゃう（中３生） 

      ・用事がある時以外もメールを
やりとりする（２件） 
チャットみたいな感じ。喋っている感

じでメールする。話す内容は、くだらな

い事、学校であった事とか、何々が楽し

かったとか、行事の後は何々のここが悪

かったとか（中３生） 

 

メールの

内容につ

いて 

    ・いつでも見られる便利さから、
部活の連絡網にも使われている
先輩との連絡網代わり。電話だと不在

時に後からの連絡も大変なので、メール

のほうが多い（中３生） 
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ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

    ・メールを送られたら返さなけ
ればならないルールが存在して
いるように見受けられるケース
が複数 
親しい人にはメールするし、親しくな

い人にはこちらからはメールしない。来

ればしますけど（中３生） 

 
    ・メールをする相手は、学校の

友だちや、転校前の友だちなど
 

  ・メールをする相手は家族（３
件） 

・メールをする相手は、クラス
の友人、クラス以外の友人、部
活の先輩。親しい間柄に限らず、
部活の連絡網として使われるこ
ともある 
 

  

  ・自分は使う方という自覚があ
る者のメール利用の頻度は毎日
 

 

メールの

内容につ

いて 

  ・中１生では、メールを禁止さ
れていて、携帯は連絡用という
ケースも 
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ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

・クラス内で多くの子どもが携
帯電話をもっている場合、話題
は、テレビ番組のことなどであ
り、日常的なコミュニケーショ
ンのために携帯電話を使用して
いる 

・携帯電話で友人に連絡を取る
ことはまれ 
友人の携帯電話の番号は知らないし、

マンションの友だちと遊ぶのは直接行

っちゃった方が早い（小６生） 

電話するときは家の電話を使うし、携

帯同士で連絡したことはまだない（小６

生） 

・携帯電話をもっていなくても
親しい友人はいるが、携帯電話
をもっているかどうかによっ
て、話題が異なる場合がある 
持っていない人と話す時は携帯電話

の話題をしないようにする。そうしない

とつまらないし（中３生） 

メールの話題になると、携帯持ってい

ない人は会話に入れないことがある（中

３生） 

友だちとメールできないと置いてい

かれる。話題についていけない(中１生)

 

・ 携帯電話をもっていない友人
に対しても話す内容に変わりは
ないとの意見もあるが、連絡が
取りにくくなるということでの
影響は大きいよう 
話す内容が変わることはないですね。

それは意識してない。ただ連絡が取りに

くいだけだけど、遠くの友だちと連絡が

とりにくくなるから、（関係が）切れる

かもしれない（中３生） 

学校で話をするより、家に帰ってメー

ルで話をする方が多い･･･（もし携帯が

ないと）友だちと遊びの連絡ができなく

なって遊べなくなる。それはちょー痛い

（中１生） 
・ 携帯電話をもっているかいな
いかに、友だち関係はさほど影
響を受けないという意見もある
（携帯電話が無くなったとしても）あ

まり変わらない、大事なことは携帯で話

してないから（小６生） 

 

     

・実際に遊んでいる場に携帯電
話がかかってきて邪魔になった
場合がある 
前に、自分のお友だちと遊んでいて、

その子に何回も何回もかかって、遊びに

ならなかった事があった（小５生） 

・同じクラスでも女子は携帯で
やりとりをしているという状況
も報告された 
（自分はしないが）女子はいろんなと

ころに友だち間で電話とかメールとか

しているらしい。女子は大半が所有して

いる（小６生） 

 

  ・実際に遊んでいる場に携帯電
話がかかってきて邪魔になった
場合がある 
学校でもいじってるし。遊びに行って

カラオケに行ってもいじってる・・・「や

めろ」って言いたくなる（中３生） 

友だちと

のコミュ

ニケーシ

ョンの場

における、

携帯電話

の影響 

  

  ・携帯電話をもっていること自
体が自慢になる場合がある 
携帯持っているぞって自慢してくる

からカチンと来る。持っている人はクラ

スの半分以下（小５生） 

   

 



 

-
 1
42
 -

ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

友だちと

のコミュ

ニケーシ

ョンの場

における、

携帯電話

の影響 

 

    ・ メールがコミュニケーション
を容易にしている 
会話のようなメールは、友だちとコミ

ュニケーションをとっているから安心

して、楽しい気分になる（中３生） 

おとなしい子は話してくるよりもメ

ールをする。話しづらいことも言える。

話が苦手でもメールで気軽に言えるか

ら。そういう友人は２～３人います（中

１生） 

面と向かって話すよりも言葉に打つと

言いやすい（複数） 

一度文章にするから、落ち着いて書け

る。面と向かうと話しにくかったり何て

言っていいかわからないけど、時間を置

いて考えられるからいい（中３生） 

 

・友だちへの悪口をメールでや
りとりするケースが見られた 
「こいつはウザイ」、「そうだよね」

とか。第三者侮辱みたいなやりとりをす

る（中１生） 

・「ギャル字」「絵文字」など
のコミュニケーション手段 

・多様な機能があることが魅力
メール送って来たり、写真撮ったり、

ＣＭの映像撮ったり、ゲームしたり、音

楽をダウンロードしたり。僕もやりた

い。持ち運べるのが羨ましい。持ち運ん

でいろんな機能が使える（小５生） 

 

・暇つぶしにゲームをしたり、
辞書代わりに使えること 

  利便性以

外での、携

帯電話の

魅力 

・暇つぶしのためのゲーム 
 

    

嫌な経験

のエピソ

ード 

  

・一時期学校でチェーンメール
が流れた 

 ・学校でチェーンメールが流れ
た 

・学校でチェーンメールが流れ
た（内容は中３生で、先生の悪
口や生徒の悪口） 
 

 

 

 

    

 



 

-
 1
43
 -

ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

・他人に勝手に操作された 
他の子にいじられて待ち受け画面を

骸骨の画面に変えられた（小５生） 

 ・いつでも連絡がとれるという
利点よりも、自分の時間が邪魔
されると感じているケースも 
集中して勉強している時、メールが入

ると、関係を崩したくなくて返信しなけ

ればいけなくて、集中がとぎれたりして

イヤ（中１生） 

・友人に、携帯を勝手に見られ
たりいたずらされる 
人に見られるのはイヤです。かばんに

入れて席外して戻ってくると、いたずら

されたり見られたり。いたずら半分なん

ですけど、やられた方にしたらダメージ

大きいと思います（中３生） 

 
・出会い系や広告のメールが来
る 
間違いメールじゃなくて、わざと変な

名前のを送って来たり。塾の途中でかか

ったりすると、勉強の邪魔になる（小５

生） 

簡単なアドレスだったので、出会い系

が多くて。変えたらなくなったけど（小

６生） 

 

 ・すぐに対応してもらえないこ
とに苛立つ 
すぐに返事が欲しいのに、なかなか返

事が来ない。その人の意見も聞かなけれ

ばならなかったので、返事が来ないのが

いらいらした（中３生） 

  

嫌な経験

のエピソ

ード 

 

   ・自分のメールアドレスをどこ
まで人に教えるのか境界線を作
ることが難しい 
（自分のアドレスを他の人に）教えて

もいい？って聞かれたら断れない（中３

生） 

本当に仲いい人以外にはメールアド

レスを教えない。自分の時間も持ちたい

から。色々教えると、自分がこんがらが

るし。メルアドを変える時に、変えるの

をイチイチ報告するのが面倒なので（中

３生） 
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ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

   ・携帯電話のカメラで隠し撮り
をされ、無断でサイトに載せら
れた 
私の写真を撮って、誰かがそれをサイ

トに合成して、載せられたことがあった

ので、それが嫌だった（中３生） 

 

  嫌な経験

のエピソ

ード 

 

   ・１コールだけの着信履歴が入
る“ワンギリ” 
家に帰って履歴を見てみるとワンギ

リが毎日１件は入っていたんですよ。そ

れがイヤだった。間違ってるにしてはお

かしいなって、怖かったです（中３生）

 

  

３．ＰＣの利用状況と意識 

・自宅にＰＣが入ったときから
自然に 
幼稚園の頃からしていた。お父さん

がパソコン好きで（小５生） 

ゲームだけなら幼稚園から（小６生）

２年生くらいから。パソコンがうち

にきた時から（小６生） 

・自宅にＰＣが入ったときから自
然に 
気が付いたら使っていた（小６生） 

かあちゃんがパソコン向けの仕事をし

ているので、結構早いころ、小学校前か

らいじっていたかもしれない。気がつい

たら使っていた（小６生） 

・自宅にＰＣが入ったときから
自然に 
きっかけは覚えていないけど、パソコン

が家にあって、キャラクターのゲームが

入っていてやっていまして（中１生） 

小さい頃からパソコンがあって日常

的だった（中１生） 

 

  使用開始

時期とき

っかけ 

  ・やりたいことがあって、自発
的に始めた 
僕が勝手に使って慣れた。やらせてっ

て言って（小５生） 

  ・やりたいことがあって、自発
的に始めた 
小３の時、クラスの友だちでメールで

きる子が一人いて、その子とメールする

のが目的だった（中３生） 

学校で面白いサイトが流行ったんで

すよ。ムービーとかゲームとか。それを

やってみたいなと思って、やり始めては

まった(中１生) 
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ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

使用開始

時期とき

っかけ 

   ・学校の宿題や授業をきっかけ
として始めた 
小さいころからパソコンがあって日

常的な存在だった。小学校３年生の時調

べ学習を学校で調べ切れなかった分を、

「そうだ家にも同じのがあるじゃん」っ

て、調べた（中１生） 

 

・学校の宿題や授業をきっかけ
として始めた 
小学校４～５年。宿題で調べ物で調べ

て来いって言うのがあって、図書館に行

くのが面倒だったので調べた（中３生）

・インターネットでの調べも
の、ゲーム（全員） 
インターネットで気に入った本が新

しく出るのを調べて図書館の本の予約

をする。後は趣味（韓国ドラマ）のブ

ログを見る（小６生） 

インターネットで見る漫画を色々固

めているところがあるから、探して

色々したり（小５生） 

雑誌のＨＰに投稿（小６生） 

 

・インターネットでの調べもの、
ゲーム（全員） 
インターネットで調べ物や、キーボー

ドの早打ちゲーム（小５生） 

・インターネットでの調べもの
（全員） 
 好きなアーティストのＣＤの発売と
か、ブログを見る（中３生） 

 友人のブログを見に行ったり。他の人

のも見るけど、友人のは何を書いている

か気になるから（中３生） 

・インターネットでの調べもの
（全員）。具体的には、ダウン
ロードするゲーム、ゲームの攻略法

や発売情報、音楽、着信音作成、ブ

ログ閲覧、ネットショッピング、ネ

ットオークション、ヒットチャー

ト、手品のネタなど 

学校の友だちのブログは、あいつ何や

っているのかなって、たまにみにいく

（中１生） 

 
 ・ネットゲームを以前はやってい

たが止めた（２件） 
あきた（小５生） 

操作が簡単すぎる（小６生） 

 

    

パソコン

でしてい

る事 

     ・学校関連の調べもの、宿題や
テスト準備。「図書館代わり」
小学校の自由研究が面倒で、ネタが載

っているサイトを探してパクッた。中学

校では社会科の調べ物を図書館代わり

に使ってた（中３生） 
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ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

・ ワープロ機能 
学校で同人誌を作ろうとしていて。

パソコンのワープロで小説を書いてい

る（小５生） 

  ・ワープロ機能 
物語を書くことにはまっている。・・・

パソコンはキーボードを打つので楽。親

に見られても良い（演劇部で使う）台本

はパソコンで打つ（中１生） 

 

・ワープロ機能 
最近は作家活動をしている。パソコン

のワープロで文を作っている 

 ・パソコンの利用頻度が高いケ
ースで、ネットの懸賞への応募
 

   

      ・ プレゼンテーション作成ソフ
ト、表計算ソフトを用いた学校
の行事用の展示物作成 
 

パソコン

でしてい

る事 

  ・学校の行事用の展示物作成（資
料、カレンダー、名刺、暑中見
舞いなども） 
 

    

ブログ／

ＨＰ作成 
  ・自分のＨＰを作成している（親

がパソコン関係の仕事をしてい
るケース） 
ＨＰ持つことはプチ夢って言うか。ち

ょっとした達成感を得られるものだと思

っている。ＨＰは学校で最初に始めたの

は俺。教えてもらったのはお母さん。Ｈ

Ｐとか色々わかるようになって、入力も

速くなったりして、面白いＨＰサイトも

知っているようになった小４～５年から

の夢だった（小６生） 

 

・趣味のＨＰを作成している（１
件） 
前まであるアイドルがすごい好きだ

ったので、それのＨＰを作っていたんで

す。中３くらいでパソコンが楽勝の友だ

ちがいて、その子に教えてもらった。今

はお金が無いときに洋服を携帯のカメ

ラで撮影してパソコンに送って売るの

に使っている（中３生） 

 

・全員が作ったことはなく、今
後したいこととしても関心は薄
い 
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ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

ブログ／

ＨＰ作成 
・作成に関心がある（２件） 
したいけど作り方がわからない。ゲ

ームが好きだからゲーム専門で作りた

い（小５生） 

作ってみたいけど面倒だからまだ（小

６生） 

いつかはブログをしたい（小６生）

 

・作成に関心がある（２件）。
うち１件は、親にやりたいと申
し出て、一度断られている。作
りたい理由は、「色んな人に来
てもらって楽しんで欲しい」、
「色んな人と話してみたい」な
ど 
ブログを作りたい（小５生） 

 

・作成に関心がある（２件） 
漫画、ゲームサイトを作ってＨＰで同

志を発見したい（中１生） 

HＰ作って自分で描いた絵を載せたか

った。登録までしたが、更新が面倒そう

と思って挫折している（中３生） 

 

 

  ・掲示板上でのやり取りをして
いる（３件） 
掲示板でよく「じゃあね」っていうの

がいる。誰が誰だかわからないから怖い

とかもない（小５生） 

攻略掲示板とかで攻略を教えてくれる

「お友だち」がいる（小５生） 

 自分のホームページの掲示板にくる

人、ほとんどが実際の友だち。そこだけ

の友だちはいない。世間話とかして、普

通の友だちと変わらない（小５生） 

 

・作成したＨＰ経由で友人にな
ることもあるが、そういった友
人は通常の友人とは異なるとい
う意識が明確 
 知らない人と会うのは怖いから、手紙

でプリクラ交換とかはしますけど、会っ

たりはしない。２０歳の子も、下も、タ

メもいて、歳はバラバラ。メールだけの

コミュニケーションは違う。メールしか

しないから（中３生） 

・ネットゲームで出会った、ウ
ェブ上だけの友人がいる（１件）
 やっていたゲームのレベルが近かっ

たので、チャット機能でついでに喋った

のがきっかけ。たまに会ったら喋る(中

３生) 

ネット上

の友人に

ついて 

  

    ・ネット上の友人については、
「ただの友だちとあまり変わら
ない」と言いつつも、通常の友
人とは異なるという意識がある
相手の事はわからないから、年齢も気

にならない。実際会う気もサラサラない

し（中３生） 

 
ブログ／

ＨＰ以外

に今後や

ってみた

いこと 

・ゲームをやりたい（２件）  ・ＰＣのソフトを使った音楽の
作成 
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ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

ブログ／

ＨＰ以外

に今後や

ってみた

いこと 

・その他 
もっと投稿したい（小５生） 

・その他 
録画してあるものから、ＤＶＤを作っ

てみたい（小６生） 

ゲームクリエーターに将来なりたい

（小６生） 

 

  

・情報を得やすい（１件） ・情報を得やすい（２件） ・情報を得やすい（３件）。し
かし、そのうち１件は、情報の
信頼性に疑問もある 
いろんな情報がすごく早く、正確かは

ともかく大量に入る（中３生） 

・情報を得やすい。しかし情報
の信頼性に疑問もある（１件）
インターネットは本当に沢山情報が

あるけど、嘘の情報もある。嘘流すなよ

って思うだけ（中３生） 

 

    ・情報が分かりやすい 
ムービーとか音があって、本とかより

も情報がわかりやすい（中３生） 

 

   ・情報が無料で得られることを
評価する意見も 
攻略本は買うとお金かかるが、パソコ

ンは一度買ったら情報は見放題。お金か

からないところがいい（中１生） 

 

・ゲーム ・ＨＰの更新、暇つぶしにでき
るゲーム 
 

  

パソコン

の魅力点 

・ワープロ機能（１件） ・ワープロ機能（１件） 
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ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

・インターネット上の匿名性に
対する警戒心 
ネットは顔が見えないから怖い。掲

示板で見ていて、ニセモノが同じ名前

使って出たり、バカとか言ったり。あ

って話したら顔で読めるけど、字だけ、

と軽い気持ちで書いたような事でも、

重くなって、それ怖いなって（小６生）

 ・インターネット上の匿名性に
対する警戒心 
（嫌な思いをしたことは）あります

ね。何でもできちゃうから。友だちが作

っているブログに掲示板荒らしが発生

して、毎日来ていた。一度荒らしの現場

を見たことがあるけど、消えろ消えろ、

死ね死ねとか、言葉の羅列がガーッとあ

って。何回も書いてあって怖いなって思

った（中３生） 

インターネットはどんなものでも見

れてしまう。怖い画像とか、大人しか見

てはいけないものとか、それはネットで

誰がしているかわからない。自分もわか

られてないし相手もわからないから。上

手く隠して行けちゃうから。怖い。どん

なものでもできちゃうから怖い（中１

生） 

 

 

 ・ネット上の懸賞によく応募し
ていたら、迷惑メールが来るよ
うになった 

 ・ウィルス 
投稿型の情報が載っている場所で、リン

クをクリックしたら、変なウィルスが画

面にガーッと横から流れ込んできて、バ

アッてなって･･･ちょっと怖かった（中

１生） 

パソコン

での嫌な

経験 

・怪談めいた噂話 
噂で、ＰＯＰアップ広告で、不幸の

広告、消すと死ぬみたいな（2名認知）

 

 ・意図せず怖い画像を見た 
芸能人が整形しているって聞いて、前

の顔を検索しようとしたら、すごく怖い

画像が出てきた。怖くて、涙出るくらい

怖かった。結構覚えているんです（中３

生） 
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ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

パソコン

での嫌な

経験 

・チャットや掲示板における不
快な経験 
チャットは掲示板よりも返事を待た

なくてよいので楽しい。でもわざとキ

ーボードめちゃくちゃに叩いて、変な

風に送って来る人や、キャラクターで

チャットしていると、そのキャラクタ

ーの上に被って来たり、名前も色も同

じにしてわざと同じ言葉を発したりす

るから。嫌な気持ちになる。自分が間

違えて書いたのをコピーされて掲示板

に貼られていたこともある（小５生）

 

   

パソコン

でのメー

ル 

・パソコンのメールはあまり使
わない 
友だちからウィルスが付いてきたり

というのが時々あるので、友だちとの

メールはやらない（小５生） 

あまりしない。やる人いない。携帯

ではやる（小６生） 

 

・やりとりしているのは２件（学
校の友だちや引っ越す以前の友
だちと季節の挨拶など） 

・全体的にパソコンのメールは
携帯電話のメールよりも頻度が
低い。メールはしないケースが
１件。メールマガジンの登録が
ほとんどというケースが１件 
情報がすぐに入るようにメールマガ

ジンに登録したりするくらい（中３生）

・携帯電話でのメールがほとん
どでパソコンは使わない（１件）
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ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

パソコン

でのメー

ル 

 ・相手からメールが来たときだ
け返事を書くケースも（内容は
ゲームの話） 

・ネットオークションでの取引
にパソコンのメールを利用する
（中３生のケース）。普段の友
人との連絡は携帯のメールで行
なう 

・パソコンをかなり使っている
中３生のケースでは、パソコン
のメールアドレスを使い分けて
いる。しかし、日常的な連絡は
主に携帯電話で取っている 
① ウェブ上でしか知らない人
にアドレスを聞かれたときのた
め。理由としては、アドレスを
聞かれた時に断りたくないため
 ウェブ上でしか知らない人は無料の

新しいアドレスを登録して、そこでしか

メールしない。そんな人と携帯でまで仲

良くするのはイヤ 
別に連絡は来ないけど、教えてって言

われたら、嫌だって言うのも何なので教

える。たまにしか見ないし。一応あるけ

ど形だけ(中３生) 

 
②メールマガジン登録専用のア
ドレス 
メールマガジンは携帯ではパケット

代が無駄なので、メールマガジン専用の

アドレスを作って、定期的に見る 

 

③ 長いメールを打つときには、
携帯ではなくパソコンで打つ 
携帯はイチイチ打つのが面倒だから、

パソコンで打つ方が速いから 
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ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

・キーボードの打ち方、情報の
調べ方を教えてくれる（調べも
の学習のため） 

・キーボードの打ち方などの基
本的な操作や情報の調べ方を教
えてくれる（調べもの学習のた
め） 

・技術の時間に基本的なやり方
を教わっているが、他の教科で
の調べ学習などでもパソコンが
用いられている 

・使い方は教わっているが、現
在の興味に結びついていないこ
とや知っていることが多いこと
から、教わった意義はあまり感
じていない 
表計算ソフトもプレゼンテーション

作成ソフトも使わないから、今の使用状

況では、知っていて損はないけど知らな

くても困らない（中３生） 

何を教えてもらっても、知っている事

ばかりなので（中１生） 

 
・個々の学校での「ＰＣ教育」
の取り組みがある 
うちのクラスだけなんですけど、パ

ソコンでクラス日誌を打っている。多

分うちのクラスだけだと思う（小５生）

学校でみんなが使っているソフトが

あって、個人個人で自分のデータを持

っている（小５生） 

 

・学校で教えられることに対し
ては、既に知っていた内容が多
かったと否定的な者もいた 

・独学だったので、改めて教え
てもらって役に立った 

 

学校でパ

ソコンは

教えてく

れるか 

 ・学校向け学習支援ソフトの使
用（１件） 
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ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

学校でパ

ソコンは

教えてく

れるか 

・上記の生徒の情報システム
については、個人情報の扱いに
関する不安を感じている者も
いる 
他の学校で、男子がアダルトのサイ

トに入って、学校のパソコンの使用が

禁止になった話を聞いた（小５生） 

学校生徒全員分の情報がある。勝手

にできちゃう。学校中の誰にでもメー

ルが送れるし、クリックするだけで入

れちゃうから、他の人が入って嫌な内

容のメールを送れるから、今までうち

のクラスでないけど、ありそうで怖い

(小６生) 

学校の図書貸し出しで、今その本が

図書室にあるかないか調べられるんだ

けど。変な人の名前で検索して、わざ

と調べられて禁止になった（小５生）

 

      

・時間制限。外遊びとのバラン
スを保護者が考えているケー
スも 
時間制限は１時間。だけど１時間半

や２時間とかしている。（小５生） 

外に遊んだ時間の倍だけＰＣをやっ

ていい（小５生） 

 

・時間制限。守られていない   ・時間制限。連続でなければ許
されている 

家で父母

から決め

られてい

ること 

・有害サイトへのアクセス禁止 ・ 有害サイト（麻薬関係のサイ
ト）へのアクセス・登録の禁止
 

 ・ 有害サイトへのアクセス禁止

 

 

 

 

 

 

    

 



 

ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ
項目 

小学校高学年女子 小学校高学年男子 中学校女子 中学校男子 

携帯電話

とパソコ

ンのどち

らが魅力

的か 

・小学生高学年では、まだ携帯
電話の存在感が薄い様子だっ
たが、ＰＣ関与度が低めで、携
帯でのダウンロードや友だち
とのメールを日常的に行って
いる６年生では、「家族と別の
自分個人のものだから」携帯電
話のほうが重要、という者もい
た 

  ・情報検索に重点を置いている
場合にはパソコンが選択され、
携帯電話を選択する場合には、
友だち関係が主な理由となって
いた 

・情報検索に重点を置いている
場合にはパソコンが選択され、
メールはパソコンでできるから
という声も聞かれた。携帯電話
を選択する場合には、友だち関
係が主な理由となり、携帯電話
でも情報検索ができるので携帯
電話を選ぶという者がいた 

-
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