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【子どもとゲーム】 

お子さんは週に何時間くらいゲームをしますか？ ゲーム機、ソフトを何点ぐらい持って

いますか？ ゲームについて、家庭でどんなルールを設けていますか？ ゲームに関

して、子どもと口論をしたことがありますか？ ゲームのいい点、悪い点はどのようなこ

とだと思いますか？ そのほか、子どもとゲームの付き合いについて、感じていること

があったら教えてください。 

  回答内容 居住県 性別 年齢 

1 

姪が小学３年生ですが、ゲーム機がないので全く

していません。本好きなので本を読む方がよくゲ

ームには興味がないからだそうです。うちの子

は、まだ小学生ではありませんが、姪のように本

好きですし、テレビも見せていないので、視力低

下と運動不足が気になることもあり、今後ゲーム

機を持たせる気もなくもちろん買うつもりもないで

す。 大阪府 女性 35 

2 

中２男子です。 

週に 7 時間位です。携帯ゲーム機が 1つとパソコ

ンです。ソフトは5個。試験前はダメで、そうでない

時は１日１～２時間です。口論はずるずるする時

に怒りますが、すぐ止めてくれるのでそれ以上うる

さく言いません。 兵庫県 女性 42 

3 

三男が小学５年です。毎日１～２時間、休日は多

分もっとしていると思います。ゲーム機は５台、ソ

フトは100本以上。ルールは１日１時間ですが、守

れないです。上２人の兄が年が離れていることも

あり、大人向けのゲームをするので（警察と戦った

り人を殺すようなゲーム）注意はしますが、やって

いるようです。やりすぎの時は叱りますが、口論と

まではいかないです。良い点は友人関係が円満

な点で悪い点は視力低下、「ゲーム脳」。 兵庫県 女性 48 

4 

毎日必ずでないが週に 20 時間前後 

ゲーム機は子どもが使ってるのは主に 2台 

ソフトは数えた事はないが 10 点以上 

ルールは宿題や他のおもちゃを片付けてから 

口論は宿題をしないで始めると私が怒り子どもの

機嫌が悪いと言い返される 

いい点はゲーム中は集中するので静か 

悪い点は夢中になったらいけない事をソフトにして

欲しくない 

他の子どもがゲーム機を持ってないと取り合いに

なる事があり難しい 茨城県 女性 40 
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5 

週７～８時間  

ゲーム機４点、ソフト１５点くらい 

一日一時間以内 

しょっちゅうです。  

いい点は楽しい、悪い点ははまって他の事が出

来なくなる、視力の低下 

家庭でゲーセンようなゲームが出来る事が悪いと

思います。 

無くてもいい物の代表です。 群馬県 女性 39 

6 

小 1 女の子です。毎日 30 分～1時間程度でやっ

てます。 

使っているのは DSのみで、本体は私のもので子

供はゲームソフト 

しかもっておらず、必ず本体を使っていいか親に

聞くようにと 

決まりを作ってます。親のものなので持ち出しは

一切禁止です。 

宿題をすませて次の日の用意ができてから使わ

せています。 富山県 女性 34 

7 

時間を決めているので 

２時間です。ゲーム機を買ってあげたとき、１日中

していたので、 

取り上げて口論となりましたが、父親から言い聞

かせました。 

テレビ用１台と、携帯用１台持っています。 

ルールは時間を守ることです。 

悪い点は目が悪くなることです。いい点は友達と

仲良く 

一緒に遊ぶことです。 熊本県 女性 37 

8 

小学３年と１年の息子がいます。一日一時間と決

めており、１週間に７時間です。ゲーム機は２人で

３つ、ソフトは９つ。 

ルールは一日一時間まで。 

ご飯ができてもすぐにやめられなくて、口論になっ

たことがよくあります。 

ゲームの良い所は、退屈しのぎになるところ、悪

い所はすぐに止められない、目が悪くなる。 

ゲームの付き合いについて、友達と遊ぶと言って

も、個人でゲームをやっており一緒に遊んでな

い！と母は思います。 千葉県 女性 36 
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9 

ほとんどゲームはしないですゲーム機、ソフトはも

ってませんゲームについて、家庭でのルールはあ

りませんゲームに関して、子どもと口論はしたこと

はないですゲームのいい点は面白いところ、悪い

点はそればっかりになってしまいやすいところ子

どもとゲームの付き合いについては、中毒になる

ようなのめりこみ方にはならないようにしたいとお

もってます 北海道 男性 35 

10 

小学２年です。ゲーム機は持っていません。購入

しないようにしています。代わりといってはなんで

すが、パソコンの学習ゲームをよく時間があるとき

はやっています。大体１時間で終わらせるようにし

ていますが。学習ソフトはおまけなどでついていた

もので、購入したものではありません。ゲーム機

は子供に対する影響が強いので、その点が怖い

です。 東京都 女性 42 

11 

小学 1 年生です。１日平均１～２時間ぐらいです。

毎日ではないですが・・・。 

ゲーム機は携帯ゲームとパソコンで。ソフトは８点

ほど持っています。ルールは宿題などを終わらせ

てからすること。いい点はないです。悪い点は視

力が悪くなること。 千葉県 女性 34 

12 

小学４年生です。土曜と日曜のみ、各１時間まで

と決めています。 

ゲーム機はテレビ用１つと携帯２つ、ソフト 10個で

す。 

暗い所で悪い姿勢で長時間する時は叱って多少

口論のようになることもあります。 

良い点は脳と手先を使い、友達とのコミュニケー

ション道具にもなること、悪い点はのめりこみすぎ

たり目が悪くなることです。 

高価なものなので、友達が持っているからと言っ

てやたら買い過ぎないように指導しています。 兵庫県 女性 44 

13 

小２の男の子です。週に６時間位です。ゲーム機

はテレビゲーム 1 つ、携帯ゲーム２つ持っていま

す。ソフトはあわせて１０点ほどだと思います。ル

ールは勉強が終わってからにすることと、１日３０

分だけということです。口論は時間を守らないこと

でよくあります。良い点はゲームをしたいがために

勉強もしっかりやっていること。悪い点は目が悪く

なることです。 神奈川県 女性 33 
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14 

小学６年、週に１０時間ぐらいゲームをやっていま

す。ゲーム機は３台で、ソフトが合計で１５本ぐら

いです。ルールは宿題や家庭学習を優先するこ

と、ゲームのやりすぎで口論になったこともありま

す。よい点は携帯用のゲーム機の発達でどこでも

また家族全員で楽しめること、悪い点は視力の低

下、ゲームは楽しいから勉強するのがかったるく

なる。感じてることはゲーム機はもうこれ以上進歩

しないで欲しいと思います。 東京都 男性 4 

15 

週に２時間くらい。ゲーム機は２種類。ソフトは１０

点ぐらい。ルールは、1 日３０分（タイマーをかけ

る）までと、メガネ（近視で、必要に応じてかける程

度）をかけること。宿題を終えてからやること。 

口論をしたことはないです。ゲームのいい点は、

気分転換、ストレス発散できることで、悪い点はの

めりこむと時間を忘れること。 静岡県 女性 44 

16 

週に 3 時間くらい 

自宅にゲーム機はない 

お友達の家で適度に 

ゲームに関しては口論したことはない 

ゲームのいい点：目の届く範囲に子どもがいるこ

と 

悪い点：のめりこんでしまう点 

自宅でも一つ買って、時間などの約束の上、やら

せてあげたい 福岡県 女性 38 

17 

７時間、ゲーム機３、ソフト２０点ぐらい。ルールは

宿題、時間割をしてから１時間厳守、口論はなし、

いい点は友達との交流、悪い点は外遊びが減る、

視力低下。低年齢だと感情の起伏が激しくなるの

高学年くらいからがよいと思う。 広島県 女性 39 

18 

今年小学生になります。 

周りのお友達もまだ持っていないので家でも買っ

ていません。なるべく家で遊ぶより外で遊んで欲し

いと思っています。 埼玉県 女性 30 

19 

小４・小２の息子がいます。TVゲーム機２台、DS・

SP をそれぞれ持っていて、ソフトは２０本程ありま

す。 

だいたい週に１０時間強くらい。TV ゲームは１８時

まで。携帯ゲームについては特に時間は決めて

いませんが宿題などやるべきことはしっかりやる

のが前提です。口論になったことはありません。 

友達と対戦、攻略法を教えあい、自分でいろいろ

考えたりできることなどはいいと思います。あまり

暴力的なものはやらせたくないです。 神奈川県 女性 35 



    

学びの場.com http://www.manabinoba.com/                                     5/23 

20 

小４男子。１日４～5時間程度。 

ゲーム機は任天堂 DS。テレビゲームは持ってい

ません。ソフトは 10 本ほどあるようです。 

口論にはなったことがありません。時間オーバー

したり宿題を忘れたりすると次の日はやれないこ

とになってます。 

悪い点は目が悪くなること。12 歳の女子がいます

がめがねをかけたのでゲームは一切禁止にしま

した。 

よい点はない。 静岡県 女性 43 

21 

小学生で、週に１０時間くらいゲームをします。 

ゲーム機、ソフトそれぞれ、６，２０点ぐらい持って

います。 ルールは、やるべきことを（宿題など）全

部終えてから遊ぶということにしています。ついつ

い時間が長くなり口論をしたことがあります。 ゲ

ームのいい点は、大人がやっても楽しいので子供

も楽しいのだと思います。悪い点はついつい時間

を忘れてやってしまうので時間の管理が難しいの

と目への影響が気になります。 神奈川県 女性 43 

22 

小学３年・５年生の男児です。多い時で週７～１０

時間程度。ＰＳ２・ＤＳ・ＰＳＰ・ＰＣを主に、他に携

帯ゲーム機が７つくらい、ソフトは全部で３０点くら

いあります。ルールは宿題等の家庭学習を済ま

せてからする。殺人ゲームなどはしない。長時間

しない。視力低下したら即禁止になること等です。

約束を守らず口論したことがあります。良い点は

兄弟や友達間での話題や交流道具。悪い点は視

力・体力低下、没頭し過ぎること等です。 北海道 女性 39 

23 

小三です。ゲーム機は今年のお正月にお年玉で

購入しました。 

ゲーム機一台ソフト３本です。平日は３０分、休日

は１時間、 

宿題などのやらなければいけないことをしてから

と決めてい 

ますが、習い事などもあって実際には平日は２日

に一回、１０ 

分くらい、休日１時間くらいです。良い点は、回り

のお友達 

と話があうようになったということくらいです。悪い

点は視力 

が悪くなるんじゃないかということです。 静岡県 女性 36 
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24 

小学１年生の男児がいます。 

ゲームは好きですが、自宅にはまだ置いていませ

ん。私の実家に弟のものが置いてあるので、実家

に行ったときにはずっと弟の部屋に引きこもり状

態になっていますが、２～３ケ月に１度くらいなの

で黙認しています。自宅では通信教材の付録で

ついてきた計算マシーンに夢中になっていて、一

日に１時間程度やっています。今のところ心配な

のは、お友達と他の遊びができなくなることです。 神奈川県 女性 39 

25 

中２です。週に７時間ほどゲームをしています。ゲ

ーム機３台、ソフトを１０点ぐらい持っています。ル

ールは特に設けていませんが、あまり長くしてい

ると注意しています。喧嘩にはなりませんが、険

悪になります。あまり良い点があるとは思いませ

ん。悪い点は時間が吸い取られる事。のめりこむ

事。だらだらとゲームするのではなく、暇な時の時

間つぶしと考えて欲しいと思います。 広島県 女性 44 

26 

平日は３０分、休日は１時間くらいゲームをしてい

ます。 

ゲーム機は４つ、ソフトは私たちが昔やっていた

物を含めると、５０くらいあると思います。 

ルールは決められた時間を守ること。口論は時間

のことで時々あります。 

いい点は、家族でもできるゲームがあるというこ

と。悪い点は、敵を倒すゲームなど、悪影響があ

るのかと心配です。 岡山県 女性 37 

27 

中１男、小４女、PS２、GB を各自一台ずつ、ソフト

は 50 点位、以前息子は毎日 2時間はやっていた

のに中学の部活が忙しく減って週末 3時間位。娘

は週 7時間弱。やることはやってからする。口論

は注意されなければいつまでもやっている時。男

の子はゲームを中心に友達の輪が広がる事もあ

るみたい。娘は、友達と遊ぶ接待用みたいな感じ

です。ゲームの時の集中力には驚かされた。目は

悪くなるのは嫌ですね。 北海道 女性 38 
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28 

平日は時間がありませんが週末は１～２時間程

度。 

ゲーム機は４つ、ソフトは１０個ないと思います。 

目が悪くなるので明るいところで、一度に３０分程

度と言ってありますが、なかなか・・・ 

ゲームはやることやってから！といつも口論で

す。 

いい点なんて長時間の移動時の時間つぶし程

度。 

目が悪くなる、部屋にこもる、外で遊ばない、お金

を使う、現実と区別がつかなくなる等、悪いことの

方が圧倒的。 神奈川県 女性 42 

29 

小学 3 年生です。 

ゲーム機は１個、ソフトは 4個、1回に遊ぶ時間は

30 分です。ただ、勉強やピアノなどのやるべき事

を全部すませてから、ということになっているので

実際に遊んでいるのは週に 2～3 日です。口論に

なった事はないです。今のところゲームよりたまご

っちに夢中で、他の事がおろそかになりやすい方

が問題です。（こちらもゲームといえばいえます

が）夢中になるのはいいのですが、他に気が回ら

ないのは困ります。 神奈川県 女性 42 

30 

小学 4 年生ですが、週に 10 時間ほどやっていま

す。ゲーム機は 1個、ソフトは 3 本です。最近はじ

めて購入したので今とても夢中になっているようで

す。家庭でのルールは学校の宿題など先にやら

ないければいけないことを終わってからということ

ですが、ほとんど守れていないので毎日それで口

論しています。良い点は最近のソフトは思考力が

つくものもあること。悪い点は視力低下と夢中にな

りすぎる点です。 大阪府 女性 41 

31 

小学３年生 

ゲームは１台ソフトは５こ 

家でのルールは１回４０分以内で その半分の時

間を筋トレに当てる…というものです。毎日はしな

いので 週に２時間程度です 

殺したりするゲームはさせたくないので ソフト購

入時は話し合って買っています 北海道 女性 42 
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32 

週に約５時間ぐらいで、お友達と一緒にゲームで

遊ぶ場合はそれに＋５時間ぐらいです。 

ゲーム機は３種類５台あり、ソフトは約３０点です。

家庭では１回３０分と決めて先に宿題などを済ま

せてからやるようにしています。 

ルールを守らなかったことがあり、何度か口論し

た事はあります。 

いい点は想像力が付くことで、悪い点は熱中しす

ぎて、歯止めかからないこと。 

いろんな面を含めて長時間やらせたくないです。 神奈川県 女性 39 

33 

小 3 男の子です。週に 3回、1 回が 30 分程度で

す。ゲーム機はテレビでプレステ 2、キューブアド

バンスです。ソフトは子ども10、大人の20。ルール

はポイントで3点で30分。勉強して1点 習い事1

点という感じです。時間になって終わらないと点数

を減らします。視力が心配です。 愛知県 女性 35 

34 

中学生です。週に８時間くらいゲームをします。  

ゲーム機は ５点。ソフトは３０点位持っています。

ルールは特に儲けていません。 

口論はありません。  

いい点は 脳を鍛えるゲームもある。 

悪い点は 視力低下の不安。肩こり。  

兄弟がいるので 一緒に対戦したり兄弟仲がいい

姿をみるとゲームもいいと思います。野蛮なゲー

ムソフトだけは 買わないよう気をつけています。 静岡県 女性 43 

35 

中学生です。今では部活が忙しくて月２～３回(一

回一時間程度）しかやっていないようです。テレビ

から離れてするとか、長時間しないとか。小学生

の時は、いい加減にやめなさいとか注意もしまし

たが今では短時間なので口論もありません。ゲー

ムのいいところは、歴史ものをすると時代背景や

人物名を覚えるらしく社会(歴史）の勉強には多少

役立つと思います。悪いとこは、目が悪くなる事で

す。 兵庫県 女性 42 
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36 

小学３年生です。１週間に７時間くらいです。 

ゲーム機は５種類です。 

ソフトは３０種類以上持っています。 

１日に１時間と決めています。 

どうしても時間オーバーしてしまいよく口論しま

す。 

良い点は友達とルールを守って遊んでいるとこ

ろ。 

悪い点はやりすぎてしまうところとアクション等の

ゲームでは興奮して口調が悪くなったりするとこ

ろ。 

時間が守れてできるようになればいいと思いま

す。  福岡県 女性 38 

37 

小２の娘がいます。ゲームは週に３、４時間くらい

です。ソフトは３種類。あと PC のゲームサイトが５

種類くらいです。１日１時間と約束しているので、

自分で時間を計ってやっています。それほど熱中

もしないし、友達と楽しみながらやっているので、

特別問題はありません。携帯用のゲーム機は目

が悪くなりそうだし、集中して周りの声が入ってこ

ない気がします。なので携帯用は持たせていませ

ん。 滋賀県 女性 41 

38 

週に 10～15 時間くらいはしています。ゲーム機

は、ゲームキューブ、アドバンスＳＰ、ＤＳ、父親が

持っているＰＳ２も遊びます。 

ソフトは３０点くらい。ルールは、宿題や翌日の準

備等やるべき事を終わらせてから遊ぶ事です。熱

中すると寝る時間が遅くなり口論した事もありま

す。 

ゲームの良い点は、ゲームを通じてお友達が増え

たり漢字を覚えたりもする事。悪い点は、熱中しす

ぎる事。 東京都 女性 36 

39 

小学校３年生の子どもです。 

ゲームは一週間に２時間くらいしています。持って

いるのはゲームボーイアドバンスと任天堂ＤＳの２

つで、ソフトは４つくらいです。ゲームをする事につ

いて、口論したことはありません。 

ゲームを持っていて良かったと思うことは、暇な時

間がつぶせること。悪い点は視力の低下が心配

なこと。 

家の中でゲームをしていないで、外で元気に遊ん

で欲しいと思う。 埼玉県 女性 33 
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週に 5 時間くらい。ゲーム機１種類。ソフト３本 

1日 1時間と決めています。時間を守らなくて口論

した事あります。 

良い点は思いつきません。悪い点は視力が悪くな

る事 

ゲーム感覚で勉強できるソフトがあったら嬉しいで

す。 神奈川県 女性 37 

41 

小学３年生と５年生の子供がいます。ゲームは週

２時間くらいだと思います。ゲーム機は１点ソフト

は５点くらい持っています。宿題や勉強が済んで

からしかしてはいけないと決めています。ゲーム

について口論は殆どしたことは無いです。ゲーム

の良い点は特に無く悪い点は視力悪化と姿勢が

悪くなると思います。 兵庫県 女性 37 

42 

中学 3 年ですが、週 5時間くらいでしょうか。、友

達も一緒のことも。減ってはいます。ゲーム機は

パソコン含め 4点、ソフトは５～6 本くらいでしょう

か。 

口論することもあります。ゲームのいい点はない

というか、なくていいと思っています。悪い点はひ

とりでできるのでズルズル時間が守れないこと、

途中ですぐ（！）保存できないこと。視力低下。 

オンラインゲームは、ゲームしながら友達と連絡

取ったりしてるみたいですね。 兵庫県 女性 46 

43 

小６（障害児)小３です。ゲーム機はＰＳ２、スーパ

ーファミコン、ファミコン、ＧＢＡＳＰ、ニンテンドーＤ

Ｓがありますが、子供が遊ぶのはＤＳのみです。

上の子は１日１５分、下の子が１日３０分～１時間

です。手軽に端末操作が出来るようになるので、

この点はいいと思います。特に悪いと思う事はな

いです。 岡山県 女性 42 

44 

小４の女のこと小２の男のこがいます。 

二人とも一日 1時間と決めてます。 

ゲーム機は全部で５種類ありますが、今は２種類

がメインで使ってます。ソフトは全部で５０本くらい

あります。 

２歳の子がいるので、ゲームをし終わったら自分

たちの部屋に持って行くように言ってありますが、

すぐリビングに置きっぱなしのときがたまにあるの

で、口論になります。 

友達と仲良く遊ぶ手段としては良いと思います。 愛知県 女性 35 
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小学生です、週に４時間くらいゲームをします。 

テレビゲームは１台、携帯ゲームは５台、ソフトを

１５点ぐらい持っています。 

家庭でのルールは宿題を済ませて明日学校に行

ける用意をしたら、ゲームが出来ます。（ゲーム時

間は３０分） 

口論はルールを守らないことです。 

ゲームのいい点は思いつかない。 

悪い点は視力悪化です。 

友達の家に遊びに行ってもゲームばかりしている

のでは、家にいるのと変わり無いと思ってます。 三重県 女性 42 

46 

小学生です。週に５～７時間ゲームしています。 

ゲーム機はテレビゲーム２台・ケイタイゲーム２台

です。ソフトは３０点ほど持っています。口論はい

つまでゲームしているというのはあります。悪い点

は外で遊ばなくなったことで体力の低下が目立ち

ます。 石川県 女性 37 

47 

小学生です。ゲーム機は持っていません。 

パソコンでゲームをしています。特にルールを決

めてませんが 

だいたい 20 分くらいでやめてます。あまりやり過

ぎないようにとは 

言ってます。いい点はありません。悪い点は視力

低下です。 富山県 女性 32 

48 

小学生です。ゲームは一日一時間だけと決めて

います。 

ゲーム機は２種類持っています。口論になったこ

ともありますが、初めのころ、ゲームにはまったこ

ろだけ。今は自分でルールにそって遊んでいるよ

うです。 大阪府 女性 40 

49 

1 日 1 時間～2時間ほどです。 

特にルールは設けていませんが、 

やり過ぎないように言っています。 

目が悪くなるのが問題ですね。 長野県 男性 48 

50 

中学生は現在受験期なのでほとんどやりません

が、小２の息子は週２～３時間、土日限定という

ルールでやっています。 

ゲーム機はテレビゲームのみ。ソフトは６本ほど

持っています。 

子供と口論したことはとくにありません。 

いい点はゲーム中はおとなしいこと、悪い点は目

が悪くなることです。 

ゲーム脳になりはしないかと、心配です。 東京都 女性 47 
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姪の事ですが小学一年生です。 

1 日 2 時間くらいはしています。 

ゲームは DS。ソフトは 5 点ほど持っています。 福岡県 女性 35 

52 

小６・４・２です。週に１回２０分だけ、ＰＣでします。

ＰＣソフト２点携帯用１つとソフト２点：こちらは特別

な時だけ、普段は一切しないルールは２０分以上

はしない口論はないですいい点は兄弟で楽しめる

こと悪い点は視力低下、猫背になること友達のお

家に遊びに行くとゲームばかりのようで、ほかの

遊びをしないようなので、ゲームが全てというので

はなく、遊びの１つとして付き合っていく必要を感

じています。 東京都 女性 43 

53 

週１０時間くらいします。 

ゲーム機７、ソフト２５点ぐらい 

１時間やったら休憩すること。 

たとえゲームでも集中する時間が出来ることが良

い点です。 

熱中しすぎて画面に近づいていくことが悪い点で

す。 大阪府 女性 42 

54 

小 2 男児。PC でゲームを毎日 1時間。ゲームボ

ーイ、任天堂DSも持っていますが、これは飛行機

や長時間車に乗る時のみ。日常生活ではさせま

せん。TV ゲームは持っていません。ルールは特

になし。口論になった事もなし。ゲームの良い点

は、PC・機械の扱いに慣れる事ができること、悪

い点は、没頭し過ぎてやめられなくなりがちという

こと。遊びの中に、バランスよくゲーム時間を取り

入れさせることを心がけています。 神奈川県 女性 42 

55 

中学生の娘は今は受験前なのでほとんどしませ

ん。 

一応その前は２時間くらいでしょうか。 

ゲーム機は１０台くらい。 

ソフトは数えたことがないくらい持ってます。兄弟

で共有で使ってる分を含めると余裕で 100 以上。

古いものは使ってませんが。 

ルールは特に設けてませんが、自重しながら使用

しています。 

口論も特にないです。 

いい点は友達との話題になる点、悪い点は視力

が心配になる程度です。 神奈川県 女性 39 
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自分の子ではなく、姪ですが、小学５年生。１日１

時間と約束です。 

ゲーム機は与えておらず、パソコンのゲームだ

け。 

数えられないくらいありますが、幸いにまだ、あま

り熱中しておらず、雨の日にやるくらいですね。 

なのにゲーム機は欲しいようです。理由は友達が

もっているから。 

解く楽しみ、反射神経、推理、練習すれば達成で

きることをしること。 

ゲームも必要悪、ある程度は容認せざるを得ませ

んね。 大阪府 男性 41 

57 

週１０時間以内位。ゲーム機は新古合わせて（携

帯３種、テレビゲーム２種）ソフトは子供のだけだ

と１５本程。 

ルールは休みに日には３時間まではいいが４５分

で必ず休憩、平日は１時間以内にとどめる事。口

論はありません。 

いい点・・友人、親とも共通の話題が出来る、話が

弾む。 

悪い点・・視力が落ちる、ゲーム中の言葉使いが

悪い。 

何でもリセットと思わなければ良いと願います。 千葉県 女性 42 

58 

中１娘です。 

ゲーム機２種類ソフト１０点くらいです。 

ほとんどゲームをしないので、口論はしないしル

ールは設けてないです。いい点は一緒にプレーし

て楽しめること。悪い点は視力の低下が気になる

程度です。 山口県 女性 35 

59 

中学生の息子は、週に９時間（平日１時間、土・日

２時間）くらいゲームをしています。ゲーム機７個、

ソフトは３０くらいです。家庭でのルールは、時間

を守ること、やるべきことを終えて遊ぶことくらいで

す。口論はしたことはありません。ゲームの良い

点は漢字や言葉の意味の覚えが早かったこと、

悪い点は視力の低下です。ゲームに没頭して何も

言うことを聞かない子もいるようですが、そういう

子にはならないように躾けたいです。 広島県 女性 41 
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60 

小６・小４の息子がいます。 

ゲーム機はテレビゲーム３つ、ソフトが１０個。携

帯ゲーム機は３つ、ソフトが１５個位です。 

一日１～２時間位、ゲームをしているので、週１０

時間くらいは遊んでいると思います。 

良い点は 友達と共通の話題ができ、一緒に遊べ

ること。悪い点は目が悪くなる。だまっていれば没

頭して他のことができなくなることですね。 神奈川県 女性 37 

61 

小学四年と二年の子どもです。毎日三時間くらい

やっています。ゲームボーイアドバンス一台ずつ 

ソフトはポケモンのを三点持ってます。 必ず宿題

と時間割をして、私に見せてからでないとしてはい

けないと言ってます。口論はした事ありません。ゲ

ームのいい点は、あまり部屋を散らかさなくなった

事です。悪い点は目が悪くなる事でしょうか。ゲー

ム自体否定はしませんが、返事もしない程没頭す

ると怒ったりします。 福岡県 女性 42 

62 

中学生です。普段は部活等で忙しくゲームをする

時間はないですが、夏休みなど時間があるときは

日に２時間ぐらいはやってるようです。ゲーム機は

２機、ソフトは５～７本あります。昔は時間が長い

と注意していましたが、最近は滅多にしないので

注意もないです。視力の衰えが心配です。 埼玉県 女性 44 

63 

小２の息子で、一日一時間半、週に１１時間ほど

してます。ゲームボーイ、プレステーション２のゲ

ーム機計二つを持っています。ソフトは前者は５

つ、後者は１０枚ほど持っています。ルールは目

を近づけないこと、宿題をしてからすること。あと、

ゲームと現実は違う世界ということを言ってます。

ソフトを友達に盗られたのに何も言わないので怒

ったこと。いい点は天気の悪い日でも家で遊べる

こと、悪い点はダラダラしてしまう点です。 山形県 女性 40 

64 

小学 4 年生、男の子です。週に 10 時間以上やっ

てるかと思います。ゲーム機は携帯用３機種、家

庭用３機種、携帯用は外で友達との通信用に欠

かせないみたいです。ソフトは１５個くらいかと思

います。始めると時間の制限がなくなってしまうよ

うで、お正月など平気で５時間くらいやってるので

すが注意も聞かなくて、私個人はゲームに反対な

ので良い点は無いです。何時間もやってるとのぼ

せたような疲れた顔になってます。 東京都 女性 37 
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小１で週多くても 2-3 時間。PS で子供向けは１

点、あとは主人のもの 

。 

ゲームはお父さんがいるとき（土日の休み）だけし

ても良い事になってます。習い事のピアノを毎日

するといったのにしなくってもうゲームするなと怒

ったことはあります。 

良い点は特になく娯楽の１つとしてたまにするの

は良いと思う。いつかゲームはハマルので出来る

だけ遅い年齢で十分 兵庫県 女性 33 

66 

小 5 の娘がいます。 

週に 1 時間程度です。 

ゲーム機・・・3 点、ソフト・・・30 点くらいはありま

す。 

ルールは特に決めていませんが、目が悪くなるの

で長時間（1 時間以上）はやめるよう言い聞かせ

ています。 

ゲームで口論は無しです。 

良い点・・友達と遊べる、悪い点・・ソフトが高価・

視力低下の心配あり。ゲームをやって頭の回転

が早くなっているのが分かります。 神奈川県 女性 43 

67 

10 時間くらいです 

ゲーム機は 2台、ソフトは 10 点ぐらい持っていま

す 

時間は 1時間くらいで、外でも遊ぶというルールを

決めています 

子どもと口論はありません 

いい点は、頭が良くなるゲームもある 

悪い点は目が悪くなりそう 

いろいろなソフトが増えると欲しくなるので困りま

す 東京都 女性 32 

68 

中学生ですが、最近はあまりしていません。週に

１・２回、２時間程度です。友達が来て一緒にする

ぐらい。あまり面白いソフトがでないからといって

います。ゲーム機は３種類、ソフトは３０点ぐらい。

特にルールは決めていません。口論もいままでな

いです。いい点はいろいろな体験が出来ること、

悪い点はゲームのせいばかりではないでしょう

が、目が悪くなったこと。 広島県 女性 46 
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小学生ですが１日５０分と決めているので毎日し

ても週６時間弱です。ゲーム機は古いものもいれ

て３種類。ソフトは従兄弟からのお下がりがある

ので１５本位です。購入当初からタイマーを渡して

時間厳守にしているのでルールを守っている為口

論等はありません。良い点は友達と手軽に遊べる

事、ルールを守っていれば悪い点はないように思

います。 岡山県 女性 42 

70 

中学生です 

ゲーム機は テレビゲームのみで 今はソフトは１

本です 

基本的には１日１時間です。 毎日ではなく 気に

入ったゲームがあったときのみです。 千葉県 女性 46 

71 

週に 7時間ゲームしています。ゲーム機は 3つ持

ってますけど、最近はDSばかりやってます。ソフト

は 5 種類あります。ゲームをする時は、部屋の明

かりを明るくしてからするようにしています。いつも

ゲームをしだすと話しかけても返事もしないので、

それで口論です。ゲームの良い点は無いと思いま

す。悪い点は没頭しすぎる事。視力の低下。止め

させたいけど、お友達が皆持ってるので止めれな

いみたいです。 福岡県 女性 35 

72 

小２の娘です。週に２時間くらいです。ＤＳのみで

ソフトは５点持っています。ルールは宿題などの

勉強を済ませてからです。時間は約１時間と決め

ていますが思ったより本人はやらないので口論は

ありません。良い点は頭を使う、友達との話題作

り。悪い点は視力低下です。 奈良県 女性 38 

73 

小学生です。週に６時間ぐらい 

ゲーム機は２つ ソフト 30 点ぐらい 

宿題などやるべきことがすべて終えてから一度に

30 分ぐらいまで 

口論はないです。 

ちょっとした暇つぶしになるが、つい夢中になりす

ぎることが悪い点 

ある程度規制しないといつまでもやってしまうの

で、親の目の届くところでやらせるべきだと思う 福岡県 女性 43 
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小一ですが、平均して週 5時間くらいです。 

ゲーム機は持ってません。 

PC ゲーム CD を 15 枚程。後はネット上のゲーム

です。 

夢中になるといっても限度があるので、まだルー

ルも口論もありません。 

良い点はゲームから学ぶ事も沢山ある。 

夢中になり過ぎると他人との交流やコミュニケー

ションが下手になったり 

面倒になったりしないかが心配です。 沖縄県 女性 38 

75 

中学生です。１日平均２時間ぐらいゲームをし、１

週間では１５時間ぐらいしています。ソフトは新し

いのが出ると次々と買っています。２０本以上あり

ます。テスト中は禁止となっていますが、気分転

換とか言って、夜遅くこっそりやっているようです。

いつも注意していますが、なかなか聞かなく困っ

ています。 愛知県 女性 49 

76 

まだ小学生ではありませんがゲーム機を持っては

いないですし買いたくないです。友達の子供など

はしている子が多いです。目にも良くないので嫌

です。 北海道 女性 38 

77 

中学生です。週に２時間くらいです。ゲーム機は

テレビゲームが３っ携帯ゲームが２っ持っていま

す。家庭では１日１時間というルールです。現在

は平日はクラブや勉強で忙しく休日しかしていな

いようです。口論になったことはありません。ゲー

ムの良い点はありません。悪い点は視力の低下。 埼玉県 女性 41 

78 

中学生です。 週に２時間程度。 

ゲーム機は７種類、ソフトは３０点以上はあると思

います。 

女の子なのであまり熱中せず 休みの日くらいし

かしないので 

ルールも口論もありません。 

良い点は、気分転換でストレス解消出来る事 

悪い点は、視力の低下でしょうか。 静岡県 女性 44 

79 

中学 2 年生、女です。 

週 7 時間くらいゲームをしています。 

ゲーム機は２台で、ソフトは２０本ぐらい持ってま

す。 

ルールは 1時間のみということ。 

視力低下が問題だと思います。 大阪府 男性 56 



    

学びの場.com http://www.manabinoba.com/                                     18/23 

80 

小 3 です。週に 4.5 時間ゲームをしています。 

ゲーム機は 4 つ、ソフトは 25 個ぐらいあります。 

家庭でのルールは宿題が終わってから、1 日 1時

間までと決めています。 

以前は時間が守れずに口論になりましたが、今は

ありません。 

良い点は親子でも楽しめることが 1つふえたこと、

悪い点は視力の低下の心配。 

暴力シーンの多いゲームはやって欲しくないと思

います 愛知県 女性 38 

81 

中学 1 年生です。 

週に 6 時間くらいゲームをしています。 

ゲーム機は 2台で、ソフトは 20 本ぐらい。 

ルールは 1時間。 

視力低下が問題であると思います 大阪府 女性 56 

82 

小学５年と２年の息子がいます。 

ゲーム機は持っていません。 

宿題をやったあと、パソコンのネットゲームを１日

２０分までやっていいことにしています。週に１時

間程度やります。 

視力が悪くならないかが心配です。 埼玉県 女性 39 

83 

小 1 です。週に２～３時間くらいです。ゲーム機は

２台、ソフトは４本持っています。 

ルールは１日に長くても１時間までということで

す。 

口論は、夢中になりすぎて約束の時間を過ぎても

やめなかったときに何度かありました。 

良い点は友達との話題が広がるということ、悪い

点は視力の低下が心配な事です。 埼玉県 女性 38 

84 

小学生です。週に１０時間くらいやっています。 

携帯ゲームを 2 つ持っていてソフトは 18 本くらい

あります。 

ルールはやることをちゃんとやってからです。(宿

題、片付け) 

口論より、ゲームのやりすぎに注意するくらいで

す。 

いい点はお友達と対戦しているのが楽しそうで

す。 

悪い点は目が悪くなったりゲーム脳が心配です。 

ゲームの付き合いについてはあまり夢中になりす

ぎず程々に 

してもらいたいです。 長野県 女性 39 
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まだ小学１年なのでそれほどしません。ＰＣで週に

２，３時間しかしません。子供の単独のゲーム機

は持っていません。 

連続でするのは１時間までと決めています。 

口論は今のところありません。 

いい点は未知の世界のことがわかる、悪い点は

現実と仮想世界の区別がつかなくなるのではない

かという点。 神奈川県 女性 38 

86 

小学生ですがテレビゲームは週に１回で１時間。

子供はもっとしたがります。ゲームの良い点は一

つも無いと思います。悪い点は目や体力低下など

健康的な問題、友達との体を使って遊ぶのに比

べコミュニケーションなどの取り方などが身に付か

ないなど悪い点は沢山有りますが、全くさせない

のも友達との関係上よくないので以上のルールで

認めてます。ゲーム機は２点、携帯ゲーム機２

点、ソフトは全部で４０点ぐらいです。   奈良県 女性 48 

87 

10時間弱ぐらいでしょうか。ゲーム機は1種類、ソ

フトは 3 つです。ルールは、一日一時間以上しな

い。口論はあります。いい点：友達と仲良く遊べる 

悪い点：視力低下、ゲームばかりして遊びたがる

上手に遊ぶ分には問題ないのですが、ゲームば

かりになるのが困りものです。 京都府 女性 37 

88 

小学2年生です。持っているのは携帯のゲームの

みで週に 5 時間くらいだと思います。ルールは 1

日 1 時間ということです。口論はしたことありませ

ん。ゲームの良い点は友人との共通の話題がで

きることで悪い点は視力の低下に繋がるというこ

とです。長時間やるわけでもないので好きなよう

にさせています。 宮城県 女性 42 

89 

中学生です。週に２時間くらいです。ゲーム機は

テレビゲームが３個と携帯ゲームが２個ソフトは１

５点持っています。小学生の頃は１日１時間までと

決めていましたが中学になると部活などで忙しく

親が言ったわけではないですが自分で平日２時

間と決めているようです。口論になったことはあり

ません。良い点は友人と話題が弾む。悪い点は

視力が落ちるという点です。 埼玉県 男性 45 
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小１です。週に３０分が２回一時間と決まっていま

す。 

ゲーム機はにんてんどうＤＳひとつです。 

ルールは休みの日だけ３０分以内です。 

口論は多少あります。もっとソフトがほしいとかで

も 

今の所親の言う事をちゃんときいています。 

悪い点は外で遊ぶ時間がへる、良い点は無いと

思っています。 

ゲームを通じて対戦したりと、バーチャルな世界

に浸って、 

友達との遊び方人とのかかわり 

方をきちんとできるか心配です。 静岡県 女性 33 

91 

週に５，６時間くらいです。 

ゲーム機はひとつだけです。少し視力が悪いこと

もあって一回３０分までしかやらせません。まだ口

論にまでは至っていませんがいずれなりそうな気

配です。 

ゲームのいい点はそれなりに考えたり、知識が身

に付く、悪い点は没頭しすぎて周りが見えなくなる

ほど夢中になる。 神奈川県 男性 41 

92 

小学生です。女の子のせいかゲームに 

あまり興味がないようなので買っていません。 

いずれ欲しいと言い出したら何かルールを決めた

いと 

考えています。ゲームのいい点は友達と共通の

話題が 

あること。悪い点は時間を忘れて熱中してしまうこ

と。 

ゲームに興味を持ってもほどほどにして欲しいで

す。 神奈川県 女性 30 

93 

中学 2 年生です。 

週に多いときで 7 時間くらいゲームをしています。

ゲーム機は 4台で、ソフトは４～6 本持ってます。 

ルールは 1時間したら、1 時間目を休めること。 

口論は下の子たちと喧嘩になるくらいなら 

ゲームをしちゃダメだってことを言ってるくらいで

す。 

ゲームをすることによって視力低下が問題である

と思います。 広島県 女性 34 
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小４の男の子です。 

週に５時間くらいパソコンでゲームをします。 

ソフトは、３点持っています。 

ルールは、あまり長時間はいけないというくらい

で、今は、やめなさいというとやめるので、口論ま

ではしたことがありません。 

いい点は思いつきません。 

悪い点は没頭しすぎること、目が悪くなりそうなこ

と。 

「ゲーム脳」も気になります。 

親としてはやらせたくなくても、刺激が強くて面白

すぎるのが問題だなあと思います。 岡山県 女性 44 

95 

週に１０時間くらいだと思います。 

ゲーム機は３つ、ソフトは５つ持っています。 

ゲーム機について口論したことはあります。 

ゲームのいい点は友達と楽しく遊べること、悪い

点は夢中になりすぎて他のことにも支障が出てく

ることです。 

その他は、最近ゲームにも内容があるものがある

と感じ始めてからゲームに対して全否定しなくなり

子供との関係が少し変わったように感じます。 福岡県 女性 44 

96 

小学生です週に１０時間位です高校生の兄弟と

共通でゲーム機で９台です、ソフトで５０本くらいで

す宿題をしたあとに１時間までです休日は３時間

ほどです決まりを守れるようになるまでは何度か

ありますよい点は家族そろってできるゲームが多

いので部屋に引きこもってしまうことがないこと悪

い点は集中しすぎて時間オーバーでしからないと

いけないことです 大阪府 女性 39 

97 

・小学生です。 

・７時間ほどします 

・ゲーム機はＴＶゲームが４、携帯ゲーム２、ソフト

１５本 

・ルールは１日１時間 

・日曜日など自宅にいる時間が長いとゲームも長

く遊びがちで 

口論になることもあります。 

・ゲームのいい点は親子で遊べる点 

・悪い点は近づいてしまいがちで目が悪くなりそう

な点 

・夢中になってる間はゲームのことばかり話すよう

になるので 

その点が心配である。 福岡県 男性 40 
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小学６年生です。以前は毎日のようにやっていま

したが、今は週に２時間程度です。今はゲーム機

は２こ、ソフトは４こぐらいです。 

ルールは始めたら一時間でやめる、ということ。宿

題などを終わらせてからすること。あまりいい点は

思いつかないです。悪い点はまず視力が悪くなる

こと。親としては非現実と現実の差をきっちりわか

っていてほしいことです。 大阪府 女性 50 

99 

小学生です。だいたい週に４～５時間位している

と思います。 

ゲーム機は携帯用２、ソフト２です。 

ルールとしては目が悪くなるのが心配だったので

３０分したら 

休憩することにしています。口論は特にした事が

ありません。 

ゲームの良い所は他のお友達と話が合い盛り上

がるようです。 

悪い点は目が悪くなること、会話が少なくなること

です。 兵庫県 女性 39 

100 

小学一年生の娘がいます ゲームは パソコンで 

一回３０分を目安でさせますが 週に一度ぐらい

です でも 頭を柔らかくするソフトや漢字などの

勉強にもなりそうなソフトが売っているようなので、

そろそろゲーム機も買ってやろうと思っています 

でも 一日３０分までと思っています （目が悪くな

りそうだから）  沖縄県 女性 39 

101 

中２男児です。 

週に５時間程度です。携帯ゲーム機が２つとパソ

コンで、 

遊んでいない物も含めソフトは３０程あります。 

親の目を盗んでやっていて、１日３０分と決めても

それ以上やってしまい、 

何度も取り上げています。 

良い点は友人との話題・交流です。 

悪い点は次から次へと欲しくなる事と視力の低下

の原因です。 

疲れた時目を癒す事のできる画面が有ったらと思

います。 

最近チャレンジの学習機を楽しんでいます。 神奈川県 女性 45 
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以前はよくやっていましたが現在は全くしなくなり

ました。 

以前は長時間に渡りゲームに没頭していたので、

「いつまでやってるの」とよく口論になりました。 

いい点：短時間なら気分転換になるし、時には頭

を使うゲームもあるので、その点はいいと思う 

悪い点：ゲームに没頭する余り、人の話も聞こえ

なくなる。 

ゲームとの付き合い方：時間を決めて、その範囲

で行うにはなんら問題はないと思います。 石川県 女性 46 

103 

中学生（女）がいますが、ゲームの時間は宿題が

終ってから夕食までと決めています。ゲーム機１

種類、ソフトは10点ほど所有していますが、ここ数

年はオンラインで行われる子供向けのゲームなど

にも興味があり、学校でも話題なようです。殺戮シ

ーンのあるゲームは嫌いなようです。オンライン

は、ゲームと同時に知らない人とチャットできるこ

ともあるので、危険を感じます。口論はありませ

ん。 千葉県 女性 44 

104 

小学生です。週に 5～7 時間です。ゲーム機は、

クリスマスプレゼントで、2 人で 1 台 ソフトは、2

点です。ルールは、学校の宿題をして、明日の用

意をして、ピアノをして 漢字を書いてからです。

口論は、まだ 与えて日が浅いので、今の所あり

ません。ゲームを 持つことに関して、私は反対だ

ったので、いい点はありません。悪い点は、ゲー

ムの事ばかり考えるようになる。目が悪くなる。 愛知県 女性 42 

105 

中学生です。週に７時間ほどゲームをしていま

す。 

ゲーム機はテレビゲーム・携帯ゲーム５つ、ソフト

は２０点ほど持っています。家庭でのルールは１

日１時間ということです。 

口論は時間を守らないため何度かありました。ゲ

ームのいい点は友達と対戦できたりすること。悪

い点は視力低下。現実と錯覚しなければいいと思

っています。 埼玉県 女性 41 

 


