
平成20年度 情報モラルの育成に関するアンケート（児童・生徒用）集計結果  

 1.あなたの学年についてお答えください。（１つに○） 

 2.あなたの性別についてお答えください。（１つに○） 

 4.あなたは、放課後どのようにしてすごすことが多いですか。最も長い時間すごしていることを、お選びください。（１つに○） 

 5.あなたは携帯(けいたい)電話を使っていますか。（１つに○） 

 6.あなたの使う携帯(けいたい)電話は、インターネットにつながりますか。（１つに○） 

 7.あなたの携帯(けいたい)電話には、フィルタリングがかけられていますか。（１つに○） 

 

項目 人数 比率

小学校５年生 525 (42%)

中学校２年生 304 (24%)

高校２年生 397 (32%)

項目 人数 比率

男性 617 (50%)

女性 605 (49%)

項目 人数 比率

クラブ・部活動 585 (48%)

塾(じゅく) 33 (2%)

習い事 89 (7%)

一人で外で遊ぶ 11 (0%)

一人で家の中で遊ぶ 115 (9%)

友だちと外で遊ぶ 112 (9%)

友だちと家の中で遊ぶ 40 (3%)

家族と出かける 9 (0%)

家族と家ですごす 155 (12%)

その他 60 (4%)

項目 人数 比率

自分専用(せんよう)のものを使っている    →問６．へ 625 (51%)

自分専用(せんよう)のものはないが使っている →問６．へ 108 (8%)

使っていない           →３ページの問16．へ 485 (39%)

項目 人数 比率

はい    →問７．へ 560 (76%)

いいえ   →問９．へ 80 (10%)

わからない →問９．へ 87 (11%)

項目 人数 比率

はい 84 (15%)

いいえ 329 (58%)

わからない 146 (26%)



 

 8.インターネットやメールが定額(ていがく)で、使い放題(ほうだい)のサービスを利用していますか。（１つに○） 

 9.携帯(けいたい)電話を使っている時間は、平均すると一日のうちどれくらいですか。（１つに○） 

 10.携帯(けいたい)電話でメールを送る回数は、平均すると一日のうちどれくらいですか。（１つに○） 

 11.友だちにメールを送って返事がこないとき、どのくらいでいらいらしますか。（１つに○） 

 12.やりたいことがあるのに、メールがきてこまると思うことがありますか。（１つに○） 

 

 

 

 

 

項目 人数 比率

はい 433 (77%)

いいえ 72 (12%)

わからない 54 (9%)

項目 人数 比率

使っていない 27 (3%)

30分より少ない 219 (29%)

30分以上～１時間より少ない 149 (20%)

１時間以上～２時間より少ない 134 (18%)

２時間以上～３時間より少ない 81 (11%)

３時間以上～４時間より少ない 54 (7%)

４時間以上 64 (8%)

項目 人数 比率

使わない 81 (11%)

１回～５回 278 (37%)

６回～10回 158 (21%)

11回～30回 119 (16%)

31回～50回 59 (8%)

51回～100回 28 (3%)

100回より多い 7 (0%)

項目 人数 比率

３分以内 13 (1%)

10分以内 24 (3%)

30分以内 56 (7%)

60分以内 34 (4%)

特にいらいらしない 594 (81%)

項目 人数 比率

よくある 53 (7%)

ときどきある 304 (41%)

ほとんどない 194 (26%)

まったくない 173 (23%)



 

 13.携帯(けいたい)電話の使い方について、家族から注意されることがありますか。（１つに○） 

 14.携帯(けいたい)電話をどのように利用していますか。主なものを２つ選んでください。（２つに○） 

 15.あなたの携帯(けいたい)電話の使い方についてどう思いますか。（１つに○） 

 16.自分専用(せんよう)の、インターネットにつながるパソコンはありますか。（１つに○） 

 17.自分専用(せんよう)のパソコンには、フィルタリングがかけられていますか。（１つに○） 

 18.学校の授業以外でパソコンを使っている時間は、平均すると一日のうちどれくらいですか。（１つに○） 

 

項目 人数 比率

よくある 51 (6%)

ときどきある 226 (30%)

ほとんどない 261 (35%)

まったくない 191 (26%)

項目 人数 比率

電話をする 248 (33%)

メールをする 559 (76%)

携帯(けいたい)サイトを見る 262 (35%)

ゲームをする 80 (10%)

音楽を聴(き)く 248 (33%)

その他 30 (4%)

項目 人数 比率

使いすぎていると思う 79 (10%)

どちらかというと、使うほうだと思う 332 (45%)

どちらかというと、使わないほうだと思う 222 (30%)

使わないほうだと思う 96 (13%)

項目 人数 比率

はい  →問17．へ 140 (11%)

いいえ →４ページの問19．へ 1076 (88%)

項目 人数 比率

はい 15 (10%)

いいえ 73 (52%)

わからない 54 (38%)

項目 人数 比率

使っていない 13 (9%)

30分より少ない 47 (33%)

30分以上～１時間より少ない 30 (21%)

１時間以上～２時間より少ない 30 (21%)

２時間以上～３時間より少ない 12 (8%)

３時間以上～４時間より少ない 5 (3%)

４時間以上 6 (4%)



 

 19.パソコンや携帯(けいたい)電話、オンラインゲーム機などを使って、インターネットを利用していますか。 

 20.インターネットを、どのような機器を使って、どのような時間に利用していますか。（あてはまるものすべてに○）（１） 【パソコン】 

 20.（２） 【携帯(けいたい)電話】 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 人数 比率

はい  →問20．へ 741 (60%)

いいえ →７ページの問33．へ 477 (39%)

項目 人数 比率

パソコンではインターネットを利用していない 90 (12%)

登校中 2 (0%)

学校の休み時間 6 (0%)

授業中 141 (19%)

クラブ・部活動中 20 (2%)

塾(じゅく)の時間 0 (0%)

放課後 39 (5%)

帰宅途中 6 (0%)

帰宅後、家族のいるところで 295 (39%)

帰宅後、自分の部屋など、家族のいないところで 149 (20%)

深夜 57 (7%)

休日 368 (49%)

友人・知人のいるとき 72 (9%)

その他 34 (4%)

項目 人数 比率

携帯(けいたい)電話ではインターネットを利用していない 226 (30%)

登校中 70 (9%)

学校の休み時間 99 (13%)

授業中 23 (3%)

クラブ・部活動中 13 (1%)

塾(じゅく)の時間 7 (0%)

放課後 126 (17%)

帰宅途中 104 (14%)

帰宅後、家族のいるところで 297 (40%)

帰宅後、自分の部屋など、家族のいないところで 284 (38%)

深夜 143 (19%)

休日 314 (42%)

友人・知人のいるとき 175 (23%)

その他 26 (3%)



 

 20.（３） 【オンラインゲーム機（インターネットにつなぐゲーム機）】 

 21.インターネットを利用する目的を、次のうちから選んでください。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 人数 比率

オンラインゲーム機ではインターネットを利用していない 437 (58%)

登校中 3 (0%)

学校の休み時間 3 (0%)

授業中 4 (0%)

クラブ・部活動中 1 (0%)

塾(じゅく)の時間 1 (0%)

放課後 9 (1%)

帰宅途中 3 (0%)

帰宅後、家族のいるところで 75 (10%)

帰宅後、自分の部屋など、家族のいないところで 54 (7%)

深夜 27 (3%)

休日 111 (14%)

友人・知人のいるとき 33 (4%)

その他 21 (2%)

項目
人
数

比率

趣味(しゅみ)や遊びなどの情報をさがす 542 (73%)

調べ学習や勉強のための情報をさがす 381 (51%)

ホームページをつくっている 49 (6%)

掲示板(けいじばん)(ある話題に対しニックネームでやり

とりをするページ)をつくっている
32 (4%)

掲示板(けいじばん)を見たり書き込んだりする 137 (18%)

ブログ(インターネット上の日記)を公開している 96 (12%)

プロフ(インターネット上の自己紹介)を公開している 91 (12%)

メールやチャット(インターネット上の文字による会話)な

どで友だちとやりとりをする
127 (17%)

オンラインゲームを楽しむ 148 (19%)

買い物をする 94 (12%)

音楽(曲や、着メロなど)や映画などを、聴(き)いたり見た

りする
398 (53%)

ファイル交換ソフト(Ｗｉｎｎｙ(ウイニー)、Ｓｈａｒｅ(シェア)な

ど)を使う
13 (1%)

その他 49 (6%)



 

 22.インターネットを使っていて、経験したことがあるトラブルを次のうちから選んでください。（あてはまるものすべてに○） 

 24.インターネットで知り合って、何度かやりとりをしている人がいますか。（１つに○） 

 26.インターネットで知り合った人に、自分の携帯(けいたい)番号、または、メールアドレスを教えたことがありますか。（１つに○） 

 27.インターネットで知り合った人と実際(じっさい)に会ったことはありますか。（１つに○） 

 28.インターネット上に、自分でつくったものはありますか。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

項目
人
数

比率

チェーンメール(多くの人に送信して欲しいという内容の迷惑(めいわ

く)メール)が届いた
215 (29%)

出会い系サイトやアダルトサイトなどから利用を求める迷惑(めいわく)

メールが届いた
90 (12%)

有料サイトの利用料金などについて、身におぼえのない支払いを求

められた
37 (4%)

出会い系サイトを利用してトラブルにあった 4 (0%)

悪口などが書かれたメールが届いた 6 (0%)

掲示板(けいじばん)、ブログやプロフなどへ悪口を書き込まれた 24 (3%)

自分を映した写真や動画などが勝手にメールで送られたり、公開され

たりしていた
7 (0%)

ネットオークションの利用にかかわるトラブル 3 (0%)

コンピュータウイルス(コンピュータをこわしてしまうプログラム)がパソコ

ンに入った
50 (6%)

その他 14 (1%)

ない 431 (58%)

項目 人数 比率

はい  →問25．へ 101 (13%)

いいえ →６ページの問28．へ 618 (83%)

項目 人数 比率

はい 78 (77%)

いいえ 58 (57%)

項目 人数 比率

はい 28 (27%)

いいえ 112 (110%)

項目
人
数

比率

つくっていない 534 (72%)

掲示板(けいじばん)(ある話題に対しニックネームでやり

とりをするページ)
52 (7%)

ブログ(インターネット上の日記) 102 (13%)

プロフ(インターネット上の自己紹介) 121 (16%)

ホームページ 57 (7%)

その他 8 (1%)



 

 

 

 

 29.携帯(けいたい)電話やパソコンなどを使い、インターネット上で先生や友だちなどに、いたずらをしたことがありますか。（１つに○） 

 30.それは、どんなことでしたか。（あてはまるものすべてに○） 

 31.それは、どこに書いたり、のせたりしましたか。（あてはまるものすべてに○） 

 32.いたずらをした理由は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

 33.携帯(けいたい)電話やインターネット上で、いたずらをされたことがありますか。（１つに○） 

 

 

 

項目 人数 比率

はい  →問30．へ 19 (2%)

いいえ →７ページの問33．へ 706 (95%)

項目 人数 比率

悪口を書いた 10 (52%)

作り話を書いた 3 (15%)

無断で写真をのせた 2 (10%)

無断で電話番号をのせた 1 (5%)

無断でメールアドレスをのせた 0 (0%)

無断で住所をのせた 1 (5%)

その他 6 (31%)

項目 人数 比率

メール 7 (36%)

掲示板(けいじばん) 5 (26%)

ブログ 2 (10%)

プロフ 3 (15%)

ホームページ 6 (31%)

その他 2 (10%)

項目 人数 比率

そういう書き込みなどを見て、まねをした 0 (0%)

軽いいたずらのつもりだった 10 (52%)

パソコンや携帯(けいたい)電話なら、だれがしたかわからないと思ったから 1 (5%)

相手をこまらせるためにした 2 (10%)

自分がされた仕返しをするためにした 4 (21%)

むしゃくしゃしていたから 5 (26%)

特に理由はない 6 (31%)

その他 2 (10%)

項目 人数 比率

はい  →問34．へ 68 (5%)

いいえ →問36．へ 1137 (94%)



 

 

 

 34.それは、どんなことでしたか。（あてはまるものすべてに○） 

 35.それは、どこに書かれたり、のせられたりしましたか。（あてはまるものすべてに○） 

 36.自分の学校の学校非公式サイト（学校の公式ホームページ以外の、学校の先生や友だちの話題を書き込む掲示板(けいじばん)など）

を知っている、または、利用したことがありますか。（１つに○） 

 37.学校非公式サイトに、先生や友だちなどの悪口が書かれていることについて、どう思いますか。（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 人数 比率

悪口を書かれた 48 (70%)

作り話を書かれた 17 (25%)

無断で写真をのせられた 5 (7%)

無断で電話番号をのせられた 1 (1%)

無断でメールアドレスをのせられた 3 (4%)

無断で住所をのせられた 0 (0%)

その他 7 (10%)

項目 人数 比率

メール 17 (25%)

掲示板(けいじばん) 24 (35%)

ブログ 10 (14%)

プロフ 23 (33%)

ホームページ 7 (10%)

その他 4 (5%)

項目 人数 比率

知らない 978 (81%)

聞いたことがある 135 (11%)

見たことがある 73 (6%)

書き込みをしたことがある 8 (0%)

自分でつくっている 1 (0%)

その他 8 (0%)

項目 人数 比率

悪口が書かれているのを見ると、やめるように言いたい 313 (27%)

悪口が書かれているのを見ると、かばってあげたいと思う 40 (3%)

どんな理由があっても、書くことはいけないと思う 631 (54%)

書かれた人も、書かれた理由があるかもしれないのでしかたがない 49 (4%)

何が書いてあっても、書く人の勝手だから気にしない 116 (10%)



 

 38.自分の学校の学校非公式サイトをいくつ知っていますか。（１つに○） 

 39.インターネットやメールなどの利用について、家族と決めているルールはありますか。（あてはまるものすべてに○） 

 40.メールや掲示板(けいじばん)、ブログなどを利用する際のマナーや、トラブルに巻き込まれないために気をつけることなどについて、学

校で教えてもらったことがありますか。（１つに○） 

 41.学校以外で、インターネットの危険性についての説明を聞いたり、読んだりしたことはありますか。（あてはまるものすべてに○） 

項目 人数 比率

０ 1039 (88%)

１～２ 123 (10%)

３～４ 8 (0%)

５～９ 2 (0%)

１０～１９ 2 (0%)

２０以上 1 (0%)

項目 人数 比率

利用していないので、決めていない 344 (29%)

利用しているが、決めていない 539 (46%)

利用時間が、決められている 94 (8%)

利用できる金額が、決められている 72 (6%)

メールが、禁止または制限(せいげん)されている 34 (2%)

掲示板(けいじばん)などへの書き込みが、禁止または制限(せいげん)されている 51 (4%)

インターネットを見ることが、禁止または制限(せいげん)されている 43 (3%)

親など、大人といっしょでなければ利用できない(一人では利用できない) 51 (4%)

フィルタリングを、かけることになっている 75 (6%)

その他 40 (3%)

項目 人数 比率

教えてもらったので、気をつけて利用している 469 (40%)

教えてもらったことはあるが、特に気にせず利用している 151 (13%)

教えてもらったことはあるが、利用していない 201 (17%)

教えてもらったことがない 337 (29%)

項目 人数 比率

説明を聞いたり、読んだりしたことはない 407 (35%)

親など家族から聞いた 334 (29%)

友だちや先輩(せんぱい)から聞いた 91 (7%)

リーフレットで見た 24 (2%)

テレビ・新聞で見た 354 (30%)

本・雑誌(ざっし)で読んだ 130 (11%)

インターネットで見た 94 (8%)

その他 84 (7%)


