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調査概要 

項 目 詳 細 

調査目的 
• 小学校から高校までの児童・生徒の、インターネットの利用実態を把握する 

• 「SNS東京ノート」を活用した授業実施の効果を把握する 

調査手法 郵送調査 

調査対象者 東京都の平成29年度情報教育推進校等16校の教員／児童・生徒 

最終有効回答数 教員：第1回 399s、第2回 470s／児童・生徒：第1回 5,585s、第2回 6,028s 

質問数 教員：10問／小学校低学年：15問／小学校高学年～中高生：24問 

主な質問項目 

（生徒） 

• ケータイ/スマホ保有状況 

• 平日のネット/ゲーム利用時間 

• 平日のLINE利用時間 

• 平日の動画サイト（YouTube等）利用時間 

• 家庭におけるネット/ゲーム利用に関するルールの有無 

• 家庭におけるネット/ゲーム利用に関するルールの遵守状況 

• 今年の4月以降、知り合いからネット上でされたこと 

• 最近、家族とネットやゲームを使うときのルールについて話をしたか 

• ネット/ゲーム利用時に、家族との会話・ルールや学校で習ったことを思い出すか 

• SNS東京ノートを使った授業では、積極的に話し合いに参加できたか 

• SNS東京ノートを使った話し合いから、新しい気づきがあったか 

• SNS東京ノートはわかりやすかったか                        など 

調査日時 第1回 2017年7月、第2回 2017年11月～12月 

調査主体 LINE株式会社 
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 ここでは，「SNS東京ノート」効果測定およびネット

利用実態把握調査で得られた知見の概要について述べる。

まず，ネット利用実態把握調査では，特徴として以下の

4点が挙げられる。 

  

① 小1-3の36%，小4-6の55%，中学生の80％，高校

生の98％が，スマホを「自分のものとして」持って

いる。 

② 小1-3の17%，小4-6の26%，中学生の56％，高校

生の70％が，ネットを「2時間以上」利用している。 

③ 小4-6の74%が，家庭で「インターネット・ゲーム

利用に関するルール」を決めているが，中学生では

54％，高校生では25％まで下がってしまう。 

④ 「インターネット上でイヤなことをされた」と回答

した中で，中学生が約9％と最も多い。 

  こうした結果を踏まえると，80％がスマホを保有し，

長時間利用やトラブルなどが顕在化しやすい中学生への

情報モラル教育が依然として重要であること，さらに，

小学校4-6年生の過半数が自分のスマホを所有している

ことから，トラブルを予防するという意味でも小学校か

らの段階的な情報モラル教育が重要であることが示唆さ

れた。 

つぎに， 2016年に開発したSNS東京ノートの効果では，

特徴として以下の4点が挙げられる。 

  

  

「SNS東京ノート」効果測定およびネット利用実態把握調査の総括  

静岡大学 教育学部 准教授 塩田真吾 
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① SNS東京ノートについて，85％の教員が「情報モラ

ル教育として適切である」と評価し，74％の教員が

「授業で使いやすい教材である」と評価している。 

② SNS東京ノートを使用した授業について，小1-3の

82％，小4-6の84％，中学生の72％，高校生の60％

が，「参加しやすい」と評価し，小1-3の84％，小

4-6の86％，中学生の80％，高校生の67％が，「わ

かりやすい」と評価している。 

③ SNS東京ノートを使用した授業を受講した児童・生

徒のうち，「新しい気づき」があった児童・生徒は，

ネットの特性についての気づきが高く，ルールづく

りやルールの遵守状況がよい。 

④ SNS東京ノートを使用した授業を受講した児童・生

徒が増えるにつれて，ネットトラブルの経験率が低

下している。 

 

 SNS東京ノートは，情報モラル教育の教材として，教

員にとっても児童・生徒にとっても効果的な教材である

と言えよう。受講した児童・生徒のうち，「新しい気づ

き」があった児童・生徒は，ネットの特性についての気

づきが高いことやルールづくりや遵守状況がよいことも

特質すべき点である。さらに，第1回調査（2017年7

月）に比べて，第2回調査（2017年11月～12月）の方

がネットトラブルの経験率が低下している（小4-6では

2.3％→1.9％，中学生では8.9％→8.4％，高校生では

6.1％→4.8％）ことが明らかとなった。時期特有のトラ

ブルなどには考慮しなければならないもののSNS東京

ノートによる情報モラル授業を受講した児童・生徒が増

えるにつれて，ネットトラブルの経験率が低下している

ことが示唆されたことは，本調査の大きな特徴である。 

 今後の課題としては，SNS東京ノートを活用した授業

の実施率の低さ（実施率35％）が挙げられる。今後，

「学期に1回」を合い言葉として，体育館一斉型の「伝

え，怖がらせる情報モラル教育」から，教室での「考え，

議論する情報モラル教育」への転換に期待したい。 

「SNS東京ノート」効果測定およびネット利用実態把握調査の総括  
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SNS東京ノートを使った 
情報モラル教育の実施状況と評価 
 
＜教 員＞ 
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全体では46%が実施。学年別では小3-4の実施回数の値が高い。 

全体の値を時系列で比較すると第1回から14pt上昇。 

学年別 情報モラル教育の実施状況 

8 



全体では35%が実施。学年別では小3-4の実施回数の値が高い。 

全体の値を時系列で比較すると第1回から17pt上昇。 

学年別 SNS東京ノートを使用した情報モラル教育の実施状況 

9 



全体の85%が「総合的にみて、SNS東京ノートを使用した授業は、 

情報モラル教育として適切だ」と評価。 

SNS東京ノートを使用した授業の評価 

10 ベース：今年度、SNS東京ノートを使用した情報モラル教育を実施した [Small samples: n<30] ベース：今年度、SNS東京ノートを使用した情報モラル教育を実施した [Small samples: n<30] 



全体の74%が「総合的にみて、SNS東京ノートは授業で使いやすい教材だ」と

評価。 

SNS東京ノートの評価 

11 ベース：今年度、SNS東京ノートを使用した情報モラル教育を実施した [Small samples: n<30] ベース：今年度、SNS東京ノートを使用した情報モラル教育を実施した [Small samples: n<30] 
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SNS東京ノートを使った授業に対する評価 
 
 ＜児童・生徒＞ 
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小1-3(82％)、小4-6(84％)、中学生(72％)、高校生(60％)の割合で参加し

やすいと評価 

学年別 SNS東京ノートを使用した授業の評価 
 

ベース：SNS東京ノートを使った授業を受けた ベース：SNS東京ノートを使った授業を受けた 14 



小1-3(68％)、小4-6(83％)、中学生(74％)、高校生(59％)の割合で 

新しい気づきがあったと評価 

学年別 SNS東京ノートの評価(新しい気づき) 

ベース：SNS東京ノートを使った授業を受けた ベース：SNS東京ノートを使った授業を受けた 15 



小1-3(84％)、小4-6(86％)、中学生(80％)、高校生(67％)の割合でわかり

やすいと評価 

学年別 SNS東京ノートの評価(わかりやすさ)  
 

ベース：SNS東京ノートを使った授業を受けた ベース：SNS東京ノートを使った授業を受けた 16 



SNS東京ノートの使用と 
家庭でのネット/ゲーム利用ルールについて 

本章で使用している分析軸「SNS東京ノートを使った授業の受講状況」の定義は以下の通りです。 

分析軸 「SNS東京ノートを使った授業の受講状況」の定義 

受講した SNS東京ノートを使用した授業の評価設問 (Q22-Q24)で、すべて評価の回答をしている 

 受講した & 気づきあり Q23「SNS東京ノートを使った話し合いから、新しい気づきがあったか」で、「とてもそう思う」「少しそう思う」と回答している 

 受講した & 気づきなし Q23「SNS東京ノートを使った話し合いから、新しい気づきがあったか」で、「あまりそう思わない」「まったくそう思わない」と回答している 

受講していない SNS東京ノートを使用した授業の評価設問 (Q22-Q24)で、どれかひとつでも「まだ授業を受けていない」と回答している 

17 



第1回のSNS東京ノートを受講した全ての学齢で、受講した&気づきありが、 

気づきなしと比べ「家族と決めたルールがある」割合が高い。 

受講別気づき別  ネット/ゲーム利用ルール 
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第2回でも、受講した&気づきありが、気づきなしと比べ「家族と決めたルール

がある」が全ての学年で高い。第1回との比較で小1-6の気づきありが+10pt以

上上昇 

受講別気づき別  ネット/ゲーム利用ルール 
 

19 



第1回のSNS東京ノートを受講した全ての学年で、受講した&気づきありが、 

気づきなしと比べて「ルールをよく守っている」割合が高い。 

受講別気づき別 ネット/ゲーム利用のルール遵守状況 
 

ベース：ネット/ゲーム利用に関する、家族と決めたルールがある [Small samples: n<30] ベース：ネット/ゲーム利用に関する、家族と決めたルールがある 20 



第2回でも、受講した&気づきありが、気づきなしと比べて、 

「ルールをよく守っている」割合が第1回と同様に全ての学年で高い。 

受講別気づき別 ネット/ゲーム利用のルール遵守状況 
 

ベース：ネット/ゲーム利用に関する、家族と決めたルールがある [Small samples: n<30] ベース：ネット/ゲーム利用に関する、家族と決めたルールがある 21 



第1回のSNS東京ノートを受講した全ての学年で、受講した&気づきありが、 

気づきなしと比べて「ルールについて家族とたくさん話をした」が高い。 

受講別気づき別 ネット/ゲーム利用のルール 

22 



第2回でも、受講した&気づきありが、気づきなしと比べて、 

「ルールについて家族とたくさん話をした」割合が第1回と同様に全ての学年で

高い。 

受講別気づき別  ネット/ゲーム利用のルール 

23 



第1回のSNS東京ノートを受講した全ての学年で、受講した&気づきありが、 

気づきなしと比べて「ルールについてよく思い出す」割合が高い。 

受講別気づき別  ネット/ゲーム利用のルール 
 

24 



第2回でも、受講した&気づきありが、気づきなしと比べて、 

「ルールについてよく思い出す」割合が第1回と同様に全ての学年で高い。 

受講別気づき別  ネット/ゲーム利用のルール 

25 
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SNS東京ノートを使用した授業で得られた気づき 
－ インターネットの使い方について 

本章で使用している分析軸「SNS東京ノートを使った授業の受講状況」の定義は以下の通りです（前章と同様）。 

分析軸 「SNS東京ノートを使った授業の受講状況」の定義 

受講した SNS東京ノートを使用した授業の評価設問 (Q22-Q24)で、すべて評価の回答をしている 

 受講した & 気づきあり Q23「SNS東京ノートを使った話し合いから、新しい気づきがあったか」で、「とてもそう思う」「少しそう思う」と回答している 

 受講した & 気づきなし Q23「SNS東京ノートを使った話し合いから、新しい気づきがあったか」で、「あまりそう思わない」「まったくそう思わない」と回答している 

受講していない SNS東京ノートを使用した授業の評価設問 (Q22-Q24)で、どれかひとつでも「まだ授業を受けていない」と回答している 

27 



SNS東京ノートを受講した中1-高3の受講した&気づきありが、気づきなしと比

べて「使いすぎ」の意識が高い。 

受講別気づき別  ネット/ゲーム利用意識 
 

28 



SNS東京ノートを受講した小1-高3で、受講した&気づきありが、 

気づきなしと比べて「適切な利用」の意識が高い。 

受講別気づき別  ネット/ゲーム利用意識 
 

29 



SNS東京ノートを受講した小4-中3で、受講した&気づきありが、 

気づきなしと比べて「トラブルは起きないと思う」割合が低い。 

受講別気づき別  ネット上のコミュニケーション意識 
 

30 



SNS東京ノートを受講した小4-6と高校生で、受講した&気づきありが、 

気づきなしと比べて「とてもそう思う」割合が高い。 

受講別気づき別  コミュニケーション意識 (嫌がることをしていない) 

31 



SNS東京ノートを受講した小4-高3で、受講した&気づきありが、気づきなしと

比べて「とてもそう思う」割合が高い。 

受講別気づき別  コミュニケーション意識 (個人情報公開への留意)  
 

32 



SNS東京ノートを受講した小4-高3で、受講した&気づきありが、 

気づきなしと比べて「適切な対応ができる」意識が高い。 

受講別気づき別  ネット上のコミュニケーション意識 
 

33 
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SNS東京ノートを使用した授業で得られた気づき 
－ インターネットの特性について 

本章で使用している分析軸「SNS東京ノートを使った授業の受講状況」の定義は以下の通りです（前章と同様）。 

分析軸 「SNS東京ノートを使った授業の受講状況」の定義 

受講した SNS東京ノートを使用した授業の評価設問 (Q22-Q24)で、すべて評価の回答をしている 

 受講した & 気づきあり Q23「SNS東京ノートを使った話し合いから、新しい気づきがあったか」で、「とてもそう思う」「少しそう思う」と回答している 

 受講した & 気づきなし Q23「SNS東京ノートを使った話し合いから、新しい気づきがあったか」で、「あまりそう思わない」「まったくそう思わない」と回答している 

受講していない SNS東京ノートを使用した授業の評価設問 (Q22-Q24)で、どれかひとつでも「まだ授業を受けていない」と回答している 

35 



SNS東京ノートを受講した小4-高3で、受講した&気づきありが、気づきなしと

比べて「とてもそう思う」割合が高い。時系列比較で第1回から8pt以上上昇。 

受講別気づき別  ネットの特性に関する意識 (拡散性) 
 

36 



SNS東京ノートを受講した小4-小6で、受講した&気づきありが、気づきなしと

比べて「まったくそう思わない」割合が高い。 

受講別気づき別  ネットの特性に関する意識 (正確性)  
 

37 



SNS東京ノートを受講した小4-中3で、受講した&気づきありが、気づきなしと

比べ「とてもそう思う」割合が高い。時系列比較で第1回から6pt以上上昇。 

受講別気づき別  ネットの特性に関する意識 (残存性) 
 

38 



SNS東京ノートを受講した小4-中3で、受講した&気づきありが、気づきなしと

比べ「とてもそう思う」割合が高い。時系列比較で第1回から4pt以上上昇。 

受講別気づき別  ネットの特性に関する意識 (特定) 

39 



ケータイ/スマホの保有状況と利用実態 

40 



小1-3の36%、小4-6では55%が「自分のものとして持っている」。 

時系列で比較すると、小1-6の保有率が第1回から5pt上昇している。 

学年別  ケータイ/スマホ保有状況 
 

41 



自己の保有率が小4-6で46％、中学生で75％と開きが女児より大きく、保有率

は女児より少ない。時系列で比較すると小1男児の自己の保有率は30%で、第

1回から10pt上昇。 

学年性別  ケータイ/スマホ保有状況 
 

42 



自己の保有率が小4-6で63％、中学生で85％と開きが男児より少なく、保有率

は男児より大きい。時系列で比較すると小1女児の自己の保有率は27%で、第

1回から7pt上昇。 

学年性別  ケータイ/スマホ保有状況 
 

43 



小1-3で17%、小4-6で26%、中学生で56％、高校生で70％が2時間以上利

用。中学から利用時間は大きく増加するも、中高の最高学年では利用時間が減

る傾向。 

学年別  平日のネット/ゲーム利用時間 
 

44 ※小４年生以降の調査票には、選択肢「使わない」の設定なし ※小４年生以降の調査票には、選択肢「使わない」の設定なし 



小1-3で5%、小4-6で8%、中学生で38％、高校生で47％が1時間以上利用し

ており、中学から利用時間は大きく増加するも、中高の最高学年では利用時間

が減る傾向。 

学年別  平日のLINE利用時間 
 

45 ※小４年生以降の調査票には、選択肢「使わない」の設定なし ※小４年生以降の調査票には、選択肢「使わない」の設定なし 



小1-3で26%、小4-6で39%、中学生で60％、高校生で79％が1時間以上利

用しており、小学生でも比較的動画閲覧している。中高の最高学年では利用時

間が減る傾向。 

学年別  平日の動画サイト利用時間 
 

46 ※小４年生以降の調査票には、選択肢「使わない」の設定なし ※小４年生以降の調査票には、選択肢「使わない」の設定なし 



インターネット上でされた嫌なこと 

【質問内容】 
あなたは、今年の4月/夏休みから今日までに、知り合いから、インターネット上で以下にあてはまることをされたことがありますか。あてはまるもの全
てに○をつけてください。（いくつでも○） 

・ネット上で、からかわれた 

・自分の悪口を、メールやメッセージで受け取った 

・自分のことについて、事実とは異なる情報をネット上に書き込まれた 

・自分のなりすましをされ、困るような情報をネット上に書き込まれた 

・自分の名前や住所、電話番号の情報を、許可もしていないのにネット上に書き込まれた 

・自分だけ、メールやメッセージを送られてこなかった 

・ネット上で、自分だけ話しかけないように呼びかけられた 

・自分だけ、友達同士のリストやグループからはずされた 
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ネット上で知り合いからされていやなことをされたと回答したなかで、 

中学生が約9％と最も多い。 

学年別  インターネット上でされたこと 
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ネット上で知り合いからされていやなことをされたと回答したなかで、 

男女ともに中1、中2の割合が高いなど傾向は似ており、男女差は少ない。 

学年性別  インターネット上でされたこと 
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第1回調査の小4-高3では「ネット上で、からかわれた」が最も高く、 

次に「自分の悪口を、メールやメッセージで受け取った」が続く。 

学年別性別  インターネット上でされたこと 
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第2回調査でも小4-高3では「ネット上で、からかわれた」が最も高く、 

次に「自分の悪口を、メールやメッセージで受け取った」が続く。 

学年別性別 インターネット上でされたこと 
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「インターネット上でされた嫌なこと」パネル調査 

パネル調査とは 

• パネル調査とは、調査対象者を固定して繰り返し同じ内容の質問をする調査である。 

• 調査対象となる集団の名簿がパネルと呼ばれることから、この名がある。 

• 市場調査や社会調査によく利用される。 

• 同じ内容の質問項目について、結果が時間とともにどのように変化したのかを追跡することで、調査対象者

の変化を確認できる。 

• 調査対象の集団において、ある回答の割合に変化がみられない場合に、それが各人が繰り返し同じ回答をし

た結果なのか、それとも各人の回答は変化しているもののそれらが相殺された結果なのかを区別することが

できる。 

• 本調査では、第1回調査と第2回調査の両方について回答を得られた児童生徒の一部（小４-高３、n=627）

について、パネル調査を実施できた。 
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第１回調査で「ネット上でされていやなこと」をされたと回答した児童生徒は 

第２回調査でも同じように回答する割合が高い、ということはない。(小４-高３) 

パネル調査 インターネット上でされたこと 
 

  627人の児童生徒（小４-高３）についてパネル調査

を実施した。第1回調査では、「ネット上でされていや

なこと」をされたと回答した児童生徒は7.0%（627人

中44人）であった。第1回調査での回答に基づいてグ

ループを二つに区別したうえで、第１回調査で「ネット

上でされていやなこと」を「されたと回答した」グルー

プのうち第２回調査でも「されたと回答した」児童生徒

は4.5%（44人中2人）であった。この割合は、第１回

調査で「ネット上でされていやなこと」を「されたと回

答しなかった」グループのうち第２回調査で「されたと

回答した」児童生徒の割合6.7%（583人中39人）より

も、高くない。この結果から、「同じ生徒ばかりが繰り

返しネット上でいやなことをされる傾向がある」という

見方は支持されないと言える。 
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APPENDIX 
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インターネットの使い方に関する意識 
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小1-3(39％)、小4-6(35％)、中学生(61％)、高校生(67％)の割合で、 

使いすぎの意識があると回答。 

小学生と中高生の意識の差が大きく、中高生では最高学年で使いすぎの意識が高まる。 

学年別  ネット/ゲームの利用意識 
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小1-高3まで全体的に高い割合で適切な利用意識があると回答。 

学年別  ネット/ゲームの利用意識 
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小4-6(36％)、中学生(31％)、高校生(29％)の割合で、 

トラブルは起きないと回答。学年による差は少ない。 

学年別  ネット上のコミュニケーション意識 
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小4-6で75％、中学生で54%、高校生で47％が相手の嫌がることをしていな

いかどうかで「とてもそう思う」と回答し、小学生と中高生の意識の差が大き

い。 

学年別  ネット上のコミュニケーション意識 
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学年が上がるほど個人情報の公開に気をつける割合が少なくなる傾向 

学年別  ネット上のコミュニケーション意識 
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小4-6で59％、中学生で58%、高校生で58％がトラブルになりそうな時は、

適切な対応ができると回答し、学年による差は少ない。 

学年別 ネット上のコミュニケーション意識 
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インターネットの特性に関する意識 
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小4-6で94％、中学生で96%、高校生で97％が 

ネット上に公開した情報はすぐに広がると回答し、学年による差は少ない。 

学年別  ネットの特性に関する意識 
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小4-6で85％、中学生で88%、高校生で89％が 

ネット上の情報はすべて正しいとは思わないと回答し、学年による差は少ない。 

学年別  ネットの特性に関する意識 
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小4-6で93％、中学生で96%、高校生で96％が 

ネット上の情報はなかなか消せないと回答し、学年による差は少ない。 

学年別  ネットの特性に関する意識 
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小4-6で86％、中学生で94%、高校生で97％が 

公開した写真から場所を特定できると回答し、学年による差は少ない。 

時系列で比較すると小4と小5で、第1回からそれぞれ8pt以上上昇。 

学年別  ネットの特性に関する意識 
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家庭でのインターネット/ゲーム利用ルールについて 
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家族と決めたルールがあるとの回答は小学生では70%を超えるも、高校生では

25％まで下がる。時系列で比較すると小1-小3で、第1回から10pt上昇する等

小学生で増える傾向にある。 

学年別  家庭でのインターネット/ゲーム利用ルール 
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ネット/ゲームの利用ルールがある家庭では、学年問わず高い割合で家族と決め

たルールを守っていると回答。 

学年別  家庭でのインターネット/ゲーム利用ルール 
 

69 ベース：ネット/ゲーム利用に関する、家族と決めたルールがある ベース：ネット/ゲーム利用に関する、家族と決めたルールがある 



ネット/ゲームのルールについて家族と最近話をしたと回答したなかで、 

小4-6が49%と最も多く、最も少ない高校生とは24ptの差がある。 

学年別  家庭でのインターネット/ゲーム利用ルール 
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ネット/ゲーム時にルールについて思い出すと回答したなかで、小4-6が78%

と最も多く、最も少ない高校生とは31ptの差がある。 

学年別  家庭でのインターネット/ゲーム利用ルール 
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