
ネット・ゲームネット・ゲームとと
上手く付き合えていますか？上手く付き合えていますか？
ネット・ゲームと
上手く付き合えていますか？

ネット・ゲーム依存予防対策学習シートネット・ゲーム依存予防対策学習シート

う　　 まう　　 ま

使いたくなるとき　（ ）

〔（　　）月（　　）日決定〕

〔参考資料〕

かじょう

ほ

へいがい

組　　番 名前

平日の場合
私のスマートフォン等の使用時間は、１日あたり約（　　　）時間である
私のゲームの使用時間は、１日あたり約（　　　）時間である

自分の使用の状況について振り返り、気になることや心配事はありますか？

1～8の質問について「はい」「いいえ」のどちらかに○をつけましょう はい いいえ

保護者の方へ「ルールづくりのポイント10」

１

２

３

４

５

６

７

８

あなたはインターネットに夢中になっていると感じますか？（例えば、前回にネットでしたことを

考えたり、次回することを待ち望んでいたり）

満足を得るために、ネットを使う時間をだんだん長くしていかなければならないと感じていますか？

ネット使用を制限したり、時間を減らしたり、完全にやめようとしたが、うまくいかなかったことが

たびたびありましたか？

ネットの使用時間を短くしたり、完全にやめようとしたとき、落ち着かなかったり、不機嫌や落ち込み、
またはイライラなどを感じますか？

使いはじめに意図したよりも長い時間オンラインの状態でいますか？

ネットのために大切な人間関係、学校のことや、部活動のことを台無しにしたり、危うくするような

ことがありましたか？

ネットへの熱中のしすぎを隠すために、家族、学校の先生やその他の人たちにうそをついたことが

ありましたか？

問題から逃げるために、または、絶望的な気持ち、罪悪感、不安、落ち込みなどといった嫌な気持ちから
逃げるために、ネットを使いますか？

時間帯に色をつけて、使用する場所も書きましょう。

保護者から一言

第1週 第2週 第3週 第4週 保護者

先　生

1週間ごとにルールを守れたか振り返りましょう。

〈1か月を振り返っての感想〉

ルールをつくるときに…

（　）月（　）日～（　）月（　）日　私の達成度は（A・B・C）である

ルールをつくった後に…

子どもと一緒に考える

家族みんなで守ることができるルールを考える

過剰な使用による弊害（睡眠不足等）を防ぐ目的で、使用時間を話し合う

生活の中で、ネット・ゲームの優先順位を2番目以下にすることを目標として考える

ルールをつくる以外に、保護者は、子どもと一緒に行うことができる楽しみ（心と体の健康のために体を

動かしたり、食事を楽しんだりする等）を見つける

守れなかったときのルールも決めておく

あんしんフィルター（ペアレンタルコントロール等）の設定をする

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

保護者が手本になる

つくったルールを見える化して、守れたら褒め合う

ルールをつくった後も、子どもの成長に応じて見直していく

※ネット・ゲーム…インターネット及びコンピュータゲームのこと

※ゲームへの依存度については、「IGDS－J」というスクリーニングテストがあります。

総務省（フィルタリングとは？主要携帯電話事業者のフィルタリングサービス案内ページ）
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/filtering.html
文部科学省（情報モラル教育の充実等）
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1369617.htm

Young, K.「Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder」CyberPsychology & Behavior, 1998, 1(3), 237-244. 翻訳者：鳥取大学 尾崎米厚教授

ふきげん

ぜつぼう ざいあくかん

いと

□ない □ある（ ）

［平日］（時） 96 12 15 18 21 0 3 6

Q1

Q2

Q3

ネット・ゲームを使用したくなるのは、どんなときですか？

Q7 「我が家のルール」をつくろう。

みんなで守る我が家のルール

努力のあしあと

あなたは、ネット・ゲームを1日のうち、どれくらい使いますか？

あなたのネットへの依存度は？

　このシートはネット・ゲームとの上手な付き合い方を学校や家庭で学習するためのものです。自分のネット・ゲーム
の使い方を振り返ったり、友だちや家族と話し合ったりしましょう。

［休日］（時） 96 12 15 18 21 0 3 6

香川県教育委員会

参考❶へ

参考❷へ
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ゲーム障害（ゲーム依存症）とは

ゲームに関する行動がコントロールできなくなる

ゲーム優先の生活となり、それ以外の楽しみや日常生活に使う

時間が減る

明らかな問題が起きているにもかかわらずゲームを続ける

社会生活や日常生活に重大な支障がある

●

●

●

●

視力が低下する

体力が低下する

姿勢が悪くなる（ストレートネック、背骨の歪み）

睡眠不足により、疲れやすくなる

頭痛

　近年、オンラインゲームでの課金によるトラブルが全国的に増加しており、
香川県内でも、未成年の課金に関する相談が毎年報告されています。

保護者も子どもも、「無料」と思っており、
気づかないまま利用した。

子どもが保護者に内緒で、
オンラインゲーム内の
アイテムに課金している。

適切な使用とは
どういうこと
だろう？

トラブルがあった場合は…

消費者ホットライン188（局番なし）

香川県消費生活センター 087-833-0999

香川県東讃県民センター 0879-42-1200

香川県小豆県民センター 0879-62-2269

香川県中讃県民センター 0877-62-9600

香川県西讃県民センター 0875-25-5135

●

●

●

●

●

無料で気軽にいつでも遊べる

検索履歴に応じて好みの

コンテンツを勧められる

競争をあおられる

イベントが開催される

ゲーム仲間とつながり、

称賛がある

　　　　　　　　　　など

●

●

●

●

●

のめり込みやすい性格

はっきりとした結果を求める

リアルな生活が楽しくない

常に誰かとつながっていたい

夢中になれるものが他にない

　　　　　　　　　  　など

●

●

●

●

●

1人の時間が長い

家族で話をすることが少ない

特定のゲームが流行する

友達との話題が増える

家族がネット・ゲームに肯定的

である

　　　　　　　　　　　など

●

●

●

●

●

食事や睡眠が不規則になる

欠席や遅刻が増える

家族と過ごす時間が減少する

暴力を振るったり、物に当たったりしてしまう

お小遣いの範囲を超えて、多額の課金をするようになってしまう

●

●

●

●

●

（令和3年度・2年度・平成29年度） （令和3年度）

（高校生対象：香川県教育委員会調査）

この利用時間には学習アプリや学習のための動画サイトの利用等も含まれています。

世界保健機関（WHO）が認定した国際疾病（2019）

R2

R3 8.8％ 51.8％ 29.0％ 9.8％ 0.6％

13.4％

9.7％ 50.3％ 24.1％ 14.7％ 1.1％

1時間未満

57.5％ 21.4％ 6.8％ 0.9％

H29

スマートフォン等の利用に関する調査

身体面の影響

ネット・ゲームの要因 個人の要因 環境の要因

やめられないもう1つの要因

生活面の影響

　Q3のチェック項目で5項目以上「はい」があ

れば、ネット依存に気をつけましょう。

　ネットやゲームをするという楽しみも行き

過ぎると依存症になる可能性があります。夢中

になっている内にだんだんと使用時間が延び、

気づかない間に使い方をコントロールできな

くなることがあります。

　ゲーム等をして快楽を感じると

脳内に大量のドーパミンが出ま

す。毎日ドーパミンが出ると、脳は

段々感じにくくなり、より長い時

間ゲームをしないと満足できなく

なるので、時間のコントロールが

難しくなります。

消費者ホットライン、県消費生
活センターや最寄りの県民セン
ターなどの消費生活相談窓口に
相談してください。

• スマホ等の平日1日あたりの利用時間 • 利用にあたっての悩みや心配事の有無

Q6 どうすれば、ネット・ゲームを適切に使用することができますか？

Q5 ネット・ゲームを「使用すること」「使用しないこと」のメリット・デメリットを
考えよう

Q4 自分がよく利用するSNSやコンピュータゲームは何ですか？
ネット・ゲームの使用時間が長くなってしまうのは、なぜでしょうか？

よく利用するSNSやコンピュータゲーム

メリット

使用すること

使用しないこと

デメリット

気づいたこと、考えたこと

自分の考え

今日の学習を通して、自分の考えたルールは…

今日の学習で、自分が考えたことを記入し、持ち帰って保護者と話し合いましょう。

長く使ってしまう理由

参考❸へ

参考❶

ネット・ゲームの過剰使用による影響…

【課金によるトラブルについて】

■課金に関する保護者からの相談例

依存症の危険参考❷

ネット・ゲームを長く使用してしまう要因参考❸

参考❹へ

1時間以上
3時間未満

3時間以上
5時間未満

5時間以上 無回答 悩みや心配事がある

かじょう

かきん

かきん

かきん

かきん

かきん

かきん

悩みや心配事がない 無回答

59.7％ 38.0％ 2.3％

R3高（n=703）
R2高（n=779）
H29高（n=700）

R3高（n=703）

例 例
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［平日］（時） 96 12 15 18 21 0 3 6

Q1

Q2

Q3

ネット・ゲームを使用したくなるのは、どんなときですか？

Q7 「我が家のルール」をつくろう。

みんなで守る我が家のルール

努力のあしあと

あなたは、ネット・ゲームを1日のうち、どれくらい使いますか？

あなたのネットへの依存度は？

　このシートはネット・ゲームとの上手な付き合い方を学校や家庭で学習するためのものです。自分のネット・ゲーム
の使い方を振り返ったり、友だちや家族と話し合ったりしましょう。

［休日］（時） 96 12 15 18 21 0 3 6
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ネット・ゲーム依存予防対策学習シート（高校生版） 

展開例：ネット・ゲームと上手
う ま

く付き合えていますか？（50分） 

【ねらい】 

ネット・ゲーム等のメリットやデメリットを、友達や家族と話し合い、ネット・ゲームの適切な使い

方について自分の考えをもつことができる。 

【学習シートの使い方】 

・Ｑ１～Ｑ６は授業で、Ｑ７のルール作りは家庭で実施する。生徒の実態に応じて時間配分をする。 

・参考①～④は、生徒の実態に応じて活用する。学習シートを２つ折りにして記入させた後、紹介する。 

※ ネットには、スマートフォンの使用や YouTube 等の動画視聴も含む。 

時 間  発問例と留意点   

【Ｑ１】 

５分 

１ ネット・ゲームを使いたくなるときや、そのときの家族とのやりとりを想起する。 

発問例「ネットやゲームを使用したくなるのは、どんなときですか。」 

◆学習後のルールづくりの際の参考にするために、意見をひろう。 

・ネット・ゲームを使用したくなるのは、どんな時が多いかを振り返り、使用のあり方について、考えるきっかけとする。 

・家庭での保護者との会話等についても振り返って参考にするよう促す。 

 ◆使用について、気になることや心配事などを自由に記入できる雰囲気づくりに配慮する。 

◆スマホ等を所持していない生徒には「ゲーム等をしたいと思ったことはないか」等を質問し配慮する。 

【Ｑ２】 

10 分 

２ 自分のネット・ゲームの使用時間等の実態を振り返る。 

発問例「ネット・ゲームを１日のうち、「いつ」「どこで」「どれくらい」使っていま

すか。平日と休日の生活を振り返り、印をつけてみましょう。」 

◆１日の適切な利用時間はどのくらいだと思うか、はじめに質問しておく。 

◆スマートフォン等（ゲームを除く場合）とゲームを色分けして書き込ませる（事前に記入させておいてもよい）。 

◆使用時間や使用場所に着目して意見を取り上げ、クラスで実態を共有する。 

◆自分の行動をコントロールすることを意識させるために、「ついやり過ぎてしまった経験がないか」を質問する。 

◆【参考①】を紹介し、調査のネット・ゲーム等の使用時間や使用にあたっての悩み、心配事の有無について参照する。 

【Ｑ３】 

５分 

３ 自分のネットへの依存度をチェックリストで把握する。 

発問例「みなさんのネットへの依存度をチェックしてみましょう。」 

◆チェック項目で、「はい」が５項目以上ある場合は、ネット依存症の可能性があることを伝える。 

◆【参考②】で、ネット・ゲームの過剰使用は、自分でも気づかない間に使い方をコントロールできなくなる依存症の状態に

なる恐れがあることやゲーム障害の定義を紹介する。※ゲームへの依存度チェック項目（IGDS-J）は、令和 3 年３月「学

校現場におけるネット・ゲーム依存予防対策マニュアル」（県教委）に 15 ページに掲載している。 

◆ネット・ゲームの過剰使用による身体面と生活面の影響を説明する。 

◆「生活面の影響」の中の「多額の課金」について、お小遣いの範囲内での計画的な課金を越えて、多額の支払いや保護者の

クレジットカード無断利用などにより、トラブルとなる場合もあることを説明する。課金によるトラブルへの対応について

は、「学校現場におけるネット・ゲーム依存予防対策マニュアル」25、26 ページを参照してください。 

・トラブルがあった場合は一人で抱え込まず、保護者や学校、消費生活センター等に早めに相談することが大切である。 

【Ｑ４】 

10 分 

４ ネット・ゲームを長く使用してしまう原因を話し合う。 

発問例「よく利用する SNS やコンピュータゲームは何ですか？ネットやゲームを長

時間、使用してしまうのはなぜでしょうか。」 

◆自分がよく利用する SNS やコンピュータゲームや自分の考えを記入できる時間を設定後、全体で意見交換をして共有する。 

◆共有した意見について、実態に応じて下記の質問をしてから、【参考③】を説明する。 

例）「出てきた意見を、【参考③】のように、「ネット・ゲームの要因」「個人の要因」「環境の要因」に分けてみよう」 

「出てきた意見を３つの要因に分けてみよう」  

◆長い時間使用してしまうもう１つの要因として、脳に影響を与えるドーパミンの働きを補足説明する。 



時 間 発問例と留意点 

【Ｑ５】 

10 分 

５ ネット・ゲームのメリットとデメリットを明らかにし、新たな気付きを共有する。 

発問例「ネット・ゲームを使うことによるメリットとデメリット、使わないことに

よるメリットとデメリットを考えてみましょう。」 

◆メリット・デメリットの両面から考えさせる。意見が偏るようなら、下記を参考にして紹介する。 

◆メリットとデメリットを板書して、下記の留意点をおさえる。 

・ネット・ゲームを使うことで便利で楽しいことがあるが、使いすぎると良くないことがあること。 

・ネット・ゲームを使わないことで良くなることがあるが、不便で困ることがあること。 

・「使用しないこと」のメリットが、「使用すること」のデメリットの解決につながること。 

例）生み出した時間を有効に使うことや自分の生活に見通しをもってコントロールすることで問題が解決すること。 

メリット デメリット 

・創造力が増す可能性がある〔創造力をはかる Torrance Test の結果より〕 

・認知能力が上がる可能性がある〔ジュネーブ大学の研究で nature にも掲載〕 

・判断速度が上がる可能性がある 

〔ロチェスター大学 Daphne Bavelier 博士の研究〕 

・学習アプリ等で、学習計画を立てたり、記憶力を向上させたりできる 

・離れていても交流が可能で、情報がすぐに入手できる 

・運動能力の差に関係なく楽しめる 

・夜中等、ゲーム仲間から誘われると、断

りにくいことがある 

・ゲーム仲間から脅迫されたり、あおられ

たりしてトラブルになることがある 

・ボイスチャットによる中傷等 

・顔を合わせての交流が減る 

・過剰な課金 

【Ｑ６】 

10 分 

６ ネット・ゲームを適切に使用していく方法を話し合う。〔振り返り〕 

発問例「今まで学習したことを踏まえて、ネット・ゲームを適切に使用していく方

法を考えましょう。」 

◆【Ｑ５】の留意点を踏まえることが有効であることを助言する。 

◆「適切な使用」とはどういうことか、利用時間や方法など多面的に考えさせるよう生徒に問いかける。 

◆１人→グループ→全体と段階的に考えを深められるように、実態に応じて下記のような文例を示す。 

   例）〔 目 的 〕するために〔 方 法 〕する  

◆ルールは、制限をかけるものでなく、よりよい生活を（信頼関係を強める 自制心を育てる 達成感を味わう 

 自己有用感を高める等）築くためにあることを踏まえ、指導に生かす。その際、肯定的な表現になるように助言したり、 

実態に応じて、下記の文例を示したりする。 

〔ルールの例〕 

 例）○○するために、使う場所はリビングにする   例）○○するためにフィルタリングを設定する 

  例）○○するために、使用は〇ギガ以内にする    例）○○するために、外出時は持ち出さない 

  例）○○するために、食事の時間は使わない     例）○○するために、ネット・ゲーム等内で他人を中傷しない 

◆グループ間等で、考えた意見を回覧し、友人からコメントをもらう時間を設定する。 

 

〔家に持ち帰る前の留意点･〕 

◆自分が考えたことを記入し、保護者に自分の言葉で説明できるように伝える。 

◆【参考④】を保護者と確認しながら、みんなで守れるルール等を決定し記入するよう伝える。 

◆保護者と一緒に決めたルールが、守れなかったときのルールも決めておくように補足説明する。 

 

【実施後の展開（例）】 

・長期休業中に入るまでに、記入した学習シートを回収し、実態を把握しておく。 

・長期休業前の三者懇談で、担任から保護者に『「Ｑ７ 我が家のルール」をつくろう。』を依頼する。 

 ・確認後、学習シートを家に持ち帰り、長期休業中に活用する。 

・長期休業後、学習シートをもとに、自分のルール等の達成度を振り返らせ、実態に応じて、友達と情報交換

し、ルールの改善を図る。 

 

〔指導助言者〕 三光病院 院長 海野 順     香川大学医学部 助教 鈴木 裕美 

香川県教育委員会 

 


