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メディアコントロールチャレンジに関するアンケート調査の結果 （資料３）

対 象：マリア園の保護者（９名）、小坂小学校１～６年の保護者（１５０名）、

小坂中学校１～３年の保護者（６５名）、小坂高校１～３年（９９名）

調査方法：マリア園、小中学校は記入用紙を家庭に持ち帰り、保護者が回答する。

高校は、学校にて生徒自身が回答する。

調査期間：令和２年１１月６日～１１月１１日

Ｑ１．これまで取り組んできたメディアコント

ロールチャレンジについてどう思いますか？

Ｑ２．Ｑ１の理由は何ですか？（複数回答）
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●これまで取り組んできたメディアコントロールチャ

レンジについて「効果があった」「まあまあ効果が

あった」と回答した割合は６９％で、取組を肯定的

に捉えてくれている保護者が多かった。

●３１％の保護者が「あまり効果がなかった」「効果

がなかった」と否定的だった。

● Q1 の理由として多かったのが「メディア以外に
も目が向くようになった」３０％。次いで、「メ

ディア利用時間をコントロールできるようになっ

た」２２％、「生活習慣の改善につながった」２

１％だった。「コントロールできるようにならな

かった」が１５％、「メディア利用時間をコント

ロールできるようにならなかった」が１２％であ

った。

●「効果があった」「まあまあ効果があった」と回

答した人の理由で１番多かったのは「メディア以

外にも目が向くようになった」こと、「効果がな

かった」「あまり効果がなかった」と回答した人

の理由で１番多かったのは「メディア時間をコン

トロールできるようにはならなかった」ことだっ

た。
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ア．生活習慣の改善につな

がった

イ．メディア以外のことにも目が

向くようになった

ウ．メディア利用時間をコント

ロールできるようになった

エ．生活習慣の改善につなが

らなかった

オ．メディア利用時間をコントー

ルできるようにはならなかった
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Q２

ア．生活習慣の改善につな

がった

イ．メディア以外のことにも目

が向くようになった

ウ．メディア利用時間をコント

ロールできるようになった

エ．生活習慣の改善につなが

らなかった

オ．メディア利用時間をコン

トールできるようにはならな

かった

＊Q1で「効果があった、まあまあ効果があった」「効果がなかった、あまりな
かった」と回答したそれぞれの保護者数に占める理由の割合

調査結果から

調査結果から



- 8 -

Ｑ３.ア 生活習慣のうち何が改善しましたか？
（２つまで選んで回答）

Ｑ３.イ メディア以外の何に目が向くようになり

ましたか？（２つまで選んで回答）

Ｑ３.ウ メディア時間をどうコントロールできる

ようになりましたか？（２つまで選んで回答）
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Q3-ア

①早起き ②早寝 ③朝ごはん ④メディア時間 ⑤睡眠時間 ⑥自分の足で登校

＊生活習慣の改善につながったと回答した保護者数に占める具体的な理
由の割合

0%

20%

40%

60%

80%

100%

マリア園 小学校 中学校 高校 平均

Q3-イ

①お手伝い ②読書 ③運動 ④勉強 ⑤趣味 ⑥親子 ⑦その他

＊「メディア以外のことにも目が向くようになった」と回答した保護者数に
占める具体的な理由の割合
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Q3-ウ
①ルールが定着 ②ルールを決めた ③期間だけできている

④期間以外もできている ⑤適切に利用している ⑥勉強するようになった

⑦その他

●生活習慣のうち何が改善したかについて全校種の

平均を見ると、「早寝」と「メディア時間」が改

善した割合が高かった。

●「１０年前に比べ、平均就寝時刻と平均メディア

時間が改善している（資料１）」という結果とも

一致する。

●マリア園は「早起き」と「メディア時間」、小学校

は「早寝」と「メディア時間」、中学校と高校は

「メディア時間」と「睡眠時間」が改善したと答

えている割合が多い。

●「メディア以外の何に目が向くようになったか」

を見ると、全校種の平均では「お手伝い、読書、

趣味、親子での会話や活動」などを挙げている人

が多く、それぞれ４０％ほどだった。

●校種別では、マリア園は「お手伝い」、小学校は

「読書」、中学校は「親子での会話・活動」、高校

は「趣味」が多かった。

●メディア時間をどうコントロールできるように

なったかを見ると、「年３回実施しているチャレ

ンジ期間だけは頑張って取り組んでいる」と回

答している割合が多く、この取組がメディア時

間をコントロールしようという意識を高める上

で効果があったといえる。

●校種が下の方が「家庭でルールを決めている」

割合が高い。

●小中高では３割の家庭で期間以外もメディアを

コントロールできている。

●マリア園と小学校では「ルールを決めて」「期間

中取り組んでいる」家庭が多く、前向きに取り

組んでくれているのが分かる。

●中学校では、「決めたルールが定着している」割

合が他校種より高く、ルールを決めた家庭では、

子どもがルールを守るように保護者が働きかけ

てくれた成果だと考えられる。

●高校生になると、「家庭内のルールがある」とい

う人は少ないが、自分自身で「適切に利用して

いる」と答える割合が多く見られた。

＊「メディア時間をコントロールできるようになった」と回答した保護者数に
占める具体的な理由の割合

調査結果から

調査結果から

調査結果から
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Ｑ３.エ 生活習慣のうち特に改善しなかったのは

何ですか？ （２つまで選んで回答）

Ｑ３.オ どんなことからメディア時間をコントロ

ールできるようにならなかったと思いますか？
（２つまで選んで回答）

Ｑ４.今後メディアコントロールチャレンジの取組

はどのようにしたらよいですか？

●生活習慣のうち「メディア時間」の改善にはつ

ながらなかったと答えた人が多い。次いで、「早

起き」ができていない割合がいずれの校種でも

多かった。

●小学校では「早寝」が改善しなかったと回答し

ている割合が特に多かった。
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Ｑ３－エ

①早起き ②早寝 ③朝ごはん ④メディア時間 ⑤睡眠時間 ⑥自分の足で登校
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Q3-オ
①家庭でのルールはない ②家庭でのルールはあるが守られていない

③チャレンジ期間中も頑張れない ④チャレンジ期間しか頑張れない

⑤メディアは生活から切り離せない ⑥家族の協力が難しい

⑦その他

＊「メディア時間をコントロールできるようにならなかった」と回答した保護
者数に占める具体的な理由の割合

＊生活習慣の改善につながらなかったと回答した保護者数に占める具体
的な理由の割合
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継続して欲しい

増やして欲しい

減らして欲しい

やめたほうがよい

別な取組が必要

●メデイア時間をコントロールできるようになら

なかった理由として、「チャレンジ期間しか頑

張れない」ことと「メディアは生活から切り

離せない」と考えている割合が多い。

●マリア園では、「期間中しか頑張れない」に加

え、「期間中も頑張れない」ことを挙げている。

小学校は「家庭のルールはあるが守られてい

ない」、中学校は「メディア生活から切り離せ

ない」「期間中しか頑張れない」、高校は「家

庭のルールはない」「チャレンジ期間しか頑張

れない」ことを挙げている。

●学年が進むにつれ、「家庭でのルールはない」

と答えている割合が多くなる傾向が見られた。

また、高校生の多くが、家庭でのルールがな

いことがメディア時間をコントロールできな

かった理由として捉えていることを考えると、

今一度メディアについての家庭内のルールを

しっかりと決めることが必要と思われる。

●今後メデイアコントロールチャレンジの取組に

ついては、「継続して欲しい」「もっと増やし

て欲しい」と考えている割合が７６％と多か

った。

●別な取組が必要と回答した人の自由記述は（全

くない日を作る、読書）だった。

調査結果から

調査結果から

調査結果から
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Ｑ５．小坂町合同学校保健委員会で取り組んで欲しい健康課題や意見

○迎えに行ってもらっているおじいちゃんの家ではＴＶを見てしまいコントロールが難しく思います。

○各家庭でメディア時間を決めている場合があると思います。日頃から自分たちでルールを決めて実行

している家庭にとっては「この期間は」というのはとてもやりにくい取り組みです。

○その時はすごく頑張るが、持続しないし我慢した反動もあるので有効とは思えません。

○この期間は自分なりに頑張ろうとしています。１週間すべて○でなくても○にしようと努力すること

が大事なので続けてくれたらよいと思います。

○メディアの中にテレビを入れるのは難しいと思いました。ほっと一息ついた時にテレビを見ながら家

族一緒に笑ったり会話したりする時間も必要だと思います。早寝早起き朝ごはんはあってもよいと思

います。結局それがメディアコントロールにつながるのではないでしょうか。

○子ども達の視力の状況、メディアと視力の関係

○運動不足解消

○ブルーライトによる身体への影響はどんなものか。脳にどのように作用し害があるか子ども達に理解

するよう説明して欲しい。

○ゲーム依存の怖さ

○部活に取り組む子がもっと増えたら嬉しいです。

○町と学校と一緒に運動やボランティアなどをしてメディアコントロールに取り組むのもよいかと思い

ます。

○メディアを子どもだけ取り組むのは難しいと思う。期間中だけ大人もスマホを減らすということもす

るべきではと考える。

○肩こりがありよく子どもにマッサージをしてもらっていますが、いろいろ健康のツボ（マッサー

ジ）を子ども達に教えて、子どもから親にマッサージしてもらえると、親子のふれあいも増える

のではないかと思います。

○部活と宿題でメディアに触れる時間がないときとあるときとの差があり、見れるときに見ている

状況だが、長くなっているときに声を掛けても耳に入らない状態で、コントロールする様子も力

もないようで困っています。

○ブルーライト等による弊害（身体のダメージ）を説明して欲しいです。電子機器の最低限の操作は学

習しているものと思われるが、理由付けの説明等欲しいものです。

○コロナウイルスの感染拡大により日常生活が大きく変化したことにより、運動不足、生活リズムの乱

れ、太ってしまった、ストレスが溜まっているという人が多くなったと思います。心身共に健康であ

るために新たなカラダ改善習慣等をコンセプトとした取組が必要になっていると思います。

○体調管理

○朝のラジオ体操


