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情報モラルの育成に関するアンケート（保護者用） 

栃木県総合教育センター 

 

無記名の調査で、どなたが記入されたかわからないようになっていますので、質問をよく読み、ありのままを

お答えください。 

【答え方】 

（１） 質問の番号順に回答してください。 

（２） ○をつけた番号の右側に、次に答える質問番号が指示されている場合は、そこから回答してください。 

（３） 回答は、あてはまる番号を○でかこんでください。「１つに」や「あてはまるものすべてに」など、○を

つける数が決められていますので、その数だけ○をつけてください。 

 

 

 

問１． あなたの年齢についてお答えください。（１つに○） 

1. 20 歳代 

2. 30 歳代 

3. 40 歳代 

4. 50 歳代 

5. 60 歳以上 

 

問２． あなたの性別についてお答えください。（１つに○） 

1. 男性 

2. 女性 

 

問３． アンケートの対象になっているお子さんの学年についてお答えください。（１つに○） 

1. 小学校５年生 

2. 中学校２年生 

3. 高校２年生 

Ⅰ． あなたのことについてお聞きします。 

情報モラルの育成に関するアンケートご協力のお願い 

１ 調査の目的 

この調査は、県内小５、中２、高２の任意抽出クラスの児童生徒とその保護者を対象に、児童生

徒の携帯電話とパソコンの利用状況などについて把握し、情報モラル指導の一層の推進を図ること

を目的としています。調査の結果は、リーフレットにまとめ、授業や保護者会などで活用できる資

料とあわせて、全教員及び教育関係機関に配布いたします。また、この内容は、総合教育センター

のホームページ上で公開いたします。 
 

２ プライバシーの保護 

本調査は、回答者の全体的な傾向を把握するためのものであり、学校や個人を特定するものではありま

せん。 
  

３ 回答をしていただく上での注意事項 

お子様の様子についての質問がありますが、保護者が知っている範囲でかまいませんので、お子

様と相談しないで回答してください。 

このアンケート調査を兄弟姉妹がそろって持ってきた場合には、恐縮ですが、それぞれのお子様

を対象として回答してください。回答後は、返信用封筒に入れて、お子様にお渡しください。 
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問４． お子さんに、専用の携帯電話を持たせていますか。（１つに○） 

1. はい  →問５．へ 

2. いいえ →４ページの問 15．へ 

 

問５． お子さんの携帯電話は、インターネットに接続できますか。（１つに○） 

1. はい    →問６．へ 

2. いいえ   →問８．へ 

3. わからない →問８．へ 

 

問６． 携帯電話に、フィルタリングをかけていますか。（１つに○） 

1. はい 

2. いいえ 

3. わからない 

 

問７． インターネットやメールが定額で、使い放題のサービスを利用していますか。（１つに○） 

1. はい 

2. いいえ 

3. わからない 

 

問８． お子さんが、携帯電話でホームページを見たり、メールをしたり、掲示板を使うなど、携帯電話を

使っている時間は、平均すると一日のうちどれくらいだと思いますか。（１つに○） 

1. 使っていない 

2. ３０分未満 

3. ３０分以上～１時間未満 

4. １時間以上～２時間未満 

5. ２時間以上～３時間未満 

6. ３時間以上～４時間未満 

7. ４時間以上  

 

問９． お子さんが、携帯電話でメールを送る回数は、一日のうちどれくらいだと思いますか。（１つに○） 

1. 使っていない 

2. １回～５回 

3. ６回～10 回 

4. 11 回～30 回 

5. 31 回～50 回 

6. 51 回～100 回 

7. 100 回以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ． 携帯電話の利用状況についてお聞きします。 
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問１０． お子さんに、次のような様子が見られる、または、感じられることがありますか。（あてはまるもの

すべてに○） 

1. 携帯電話が近くにないと不安になっている 

2. 「圏外」エリアだと不安になっている 

3. 携帯電話が鳴っていないのに、確認している 

4. メールの返事がすぐに返って来ないと不安になったり、腹が立ったりしている 

5. 携帯電話を開いてメールが来てないと不安になっている 

6. 過去のメールを何度も読んでいる 

7. メールが来ているふりをすることがある 

8. 携帯電話をむやみに開いて手遊びをしている 

9. メールが来ないと、自分だけが取り残されているような気持ちになっている 

10. 時間があると、頻繁にメールを打っている 

 

問１１． お子さんの携帯電話の、最近の月額利用料金は、おいくらぐらいでしたか。（１つに○） 

1.    0 円以上～ 2,000 円未満 

2.  2,000 円以上～ 3,000 円未満 

3.  3,000 円以上～ 4,000 円未満 

4.  4,000 円以上～ 5,000 円未満 

5.  5,000 円以上～10,000 円未満 

6. 10,000 円以上～20,000 円未満 

7. 20,000 円以上～ 

 

問１２． お子さんの、携帯電話の利用料金はどなたが支払っていますか。（１つに○） 

1. 全額を保護者が支払っている 

2. 子どもと保護者で支払っている 

3. 全額を子どもが支払っている 

4. その他 

 

問１３． 携帯電話のマナーなどについて、お子さんを注意したり教えたりすることがありますか。（１つに○） 

1. よくある       →問 14．へ 

2. ときどきある     →問 14．へ 

3. ほとんどない     →４ページの問 15．へ 

4. まったくない     →４ページの問 15．へ 

 

問１４． それは、どんなことですか。（あてはまるものすべてに○） 

1. 授業中は使わない 

2. 人と会話をしているときは使わない 

3. 自転車に乗りながらは使わない 

4. 家族での食事中は使わない 

5. 深夜は使わない 

6. バスや電車の中では通話をしない 

7. バスや電車の中の優先席付近では使わない 

8. 飛行機や病院の中では使わない 

9. 映画館や劇場の中では使わない 

10. ホテルのロビーやレストランでは通話をしない 

11. 図書館や美術館では使わない 

12. その他 
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問１５． お子さん専用のインターネットに接続できるパソコンはありますか。（１つに○） 

1. はい  →問 16．へ 

2. いいえ →問 17．へ 

 

問１６． お子さんの専用のパソコンに、フィルタリングをかけていますか。 （１つに○） 

1. はい 

2. いいえ 

3. わからない 

 

問１７． お子さんが、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だと思

いますか。（１つに○） 

1. 使っていない 

2. 30 分未満 

3. 30 分以上～１時間未満 

4. １時間以上～２時間未満 

5. ２時間以上～３時間未満 

6. ３時間以上～４時間未満 

7. ４時間以上 

 

 

 

 

 

問１８． お子さんは、パソコンや携帯電話、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。

（１つに○） 

1. はい  →問 19．へ 

2. いいえ →５ページの問 25．へ 

 

問１９． お子さんが、インターネットを利用する目的と思われるものを選んでください。（あてはまるものす

べてに○） 

1. 趣味や遊びなどの情報をさがす 

2. 調べ学習や勉強のための情報をさがす 

3. ホームページをつくっている 

4. 掲示板
け い じ ば ん

(ある話題に対し匿名でやりとりをするページ)をつくっている 

5. 掲示板
け い じ ば ん

を見たり書き込んだりする 

6. ブログ(インターネット上の日記)を公開している 

7. プロフ(インターネット上の自己紹介)を公開している 

8. 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 

9. オンラインゲームを楽しむ 

10. 買い物をする 

11. 音楽(曲や、着メロなど)や映画などを、聴いたり見たりする 

12. ファイル交換ソフト(Ｗｉｎｎｙ
ウ イ ニ ー

、Ｓｈａｒｅ
シ ェ ア

など)を使う 

13. その他 

 

Ⅳ． パソコン・携帯電話・オンラインゲーム機などを使っての、インターネットの利用状況についてお聞きします。

Ⅲ． パソコンの利用状況についてお聞きします。 
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問２０． お子さんが、インターネット(携帯電話でのメールを含む）を使っていて、経験したことがあると思わ

れるトラブルを選んでください。（あてはまるものすべてに○） 

1. 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メール)が届いた 

2. 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メールが届いた 

3. 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 

4. 出会い系サイトを利用してトラブルにあった 

5. 悪口などが書かれたメールが届いた 

6. 掲示板、ブログやプロフなどへ悪口を書き込まれた 

7. 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、公開されたりした 

8. ネットオークションの利用にかかわるトラブルがあった 

9. 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 

10. その他 

11. ない 

 

問２１． お子さんは、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ると思いますか。（１つに○） 

1. はい  

2. いいえ 

3. わからない 

 

問２２． お子さんは、インターネットで知り合った人に、自分の携帯番号やメールアドレスを教えたことがあ

ると思いますか。（１つに○） 

1. はい  

2. いいえ 

3. わからない 

 

問２３． お子さんは、インターネットで知り合った人と実際に会ったことがあると思いますか。（１つに○） 

1. はい  

2. いいえ 

3. わからない 

 

問２４． お子さんは、インターネットを使って誹謗・中傷、いじめ、いたずらをしたことがあると思いますか。 

（１つに○） 

1. はい  

2. いいえ 

3. わからない 

 

問２５． お子さんが、インターネットを使って誹謗・中傷、いじめ、いたずらをされたことがあると思いますか。     

（１つに○） 

1. はい    →問 26．へ 

2. いいえ   →６ページの問 27．へ 

3. わからない →６ページの問 27．へ 

 

問２６． それは、どんなことでしたか。（あてはまるものすべてに○） 

1. 悪口を書かれた 

2. 作り話を書かれた 

3. 無断で写真をのせられた 

4. 無断で電話番号をのせられた 

5. 無断でメールアドレスをのせられた 

6. 無断で住所をのせられた 

7. その他 
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問２７． インターネットを使った、児童生徒に対する誹謗・中傷、いじめ、いたずらを、身近で見聞きしたことはあ

りますか。（１つに○） 

1. はい  →問 28．へ 

2. いいえ →問 29．へ 

 

問２８． それは、どんなことでしたか。（あてはまるものすべてに○） 

1. 悪口が書かれていた 

2. 作り話が書かれていた 

3. 無断で写真がのせられていた 

4. 無断で電話番号がのせられていた 

5. 無断でメールアドレスがのせられていた 

6. 無断で住所がのせられていた 

7. その他 

 

問２９． お子さんの学校に、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など）があると思いますか。（１つに○） 

1. はい  

2. いいえ 

3. わからない 

 

問３０． お子さんに不当請求やネットいじめなどのトラブルがあった場合の対処法を、学んだことがありますか。

（あてはまるものすべてに○） 

1. ない     

2. 知人・友人から聞いた 

3. 学校の保護者会や、学校の研修会に参加した 

4. 学校以外の研修会などに参加した 

5. リーフレットで見た 

6. テレビ・新聞で見た 

7. 本・雑誌
ざ っ し

で読んだ 

8. インターネットで見た 

9. その他 

 

問３１． インターネットやメールの利用について、お子さん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○） 

1. 利用していないので、決めていない 

2. 利用しているが、決めていない 

3. 利用時間を、決めている 

4. 利用できる金額を、決めている 

5. メールを、禁止または制限している 

6. 掲示板などへの書き込みを、禁止または制限している 

7. インターネットの閲覧を、禁止または制限している 

8. 親など、大人と一緒でなければ利用できない（一人では利用できない） 

9. フィルタリングを、かけることになっている 

10. その他 

 

 

 

 

 



- 7 - 

問３２． あなたのお子さんが、特に学校で指導してもらいたいものは何ですか。２つを選んでください。    

（２つに○）  

1. 目的に応じて情報を適切に処理する力を身に付けること 

2. パソコン・ネットワークの操作技術を身に付けること 

3. パソコン・ネットワークの知識を身に付けること 

4. インターネット上でのマナーを身に付けること 

5. インターネット上で有害情報や危険なサイトがあること教え、被害に巻き込まれないようにすること 

6. その他 

 

問３３． インターネットに関する知識は、お子さんと比べてどうですか。（１つに○） 

1. 子どもより詳しい 

2. 子どもと同じぐらい 

3. 子どもの方が詳しい 

4. わからない 

 

問３４． コンピュータや携帯電話を利用してのインターネットの適切な使い方について、お子さんにどの程度教

えていますか。（１つに○） 

1. 頻繁に教えている 

2. 時々教えている 

3. ほとんど教えていない 

4. 教えていない 

 

問３５． お子さんに、インターネットに接続できる携帯電話を持たせるのに、適切な時期はいつ頃だと思います

か。（１つに○） 

1. 小学校入学以前 

2. 小学生低学年 

3. 小学生中学年  

4. 小学生高学年 

5. 中学生 

6. 高校生 

7. 持つことはよくない 

 

 

お子さんに、携帯電話を持たせていない方は、ここで終了となります。 

 

～ ご協力、ありがとうございました。 ～ 

 

【回収方法について】 

回答後は、アンケートとともに届いた封筒（保護

者返信用封筒）の中にアンケートを入れ、封をした

上で、お子様を通して学校に提出してください。こ

の封筒は学校で開封されることなく、そのまま栃木

県総合教育センターに転送されます。 

 

 

 

 

 

 

携帯電話を持たせている方は、次へ 
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問３６． お子さんに携帯電話を持たせている方にお伺いします。お子さんに携帯電話をいつ頃持たせましたか。

（１つに○） 

1. 小学校入学以前 

2. 小学生低学年 

3. 小学生中学年  

4. 小学生高学年 

5. 中学生 

6. 高校生 

 

問３７． お子さんに携帯電話を持たせている方にお伺いします。お子さんに携帯電話を持たせた理由は何で

すか。（あてはまるものすべてに○） 

1. 家族が子どもと連絡を取るため 

2. 子どもの安全確認のため 

3. 家族が持っているから 

4. 子どもが欲しがるから 

5. 子どもが、友だちなどと連絡を取るため 

6. これからは、携帯電話などが使えないと困るから 

7. プレゼントとして 

8. その他 

 

～ ご協力、ありがとうございました。 ～ 

 

【回収方法について】 

回答後は、アンケートとともに届いた封筒（保護者返信用封筒）の中にアンケートを入れ、封をした

上で、お子様を通して学校に提出してください。この封筒は学校で開封されることなく、そのまま栃木

県総合教育センターに転送されます。 


