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  ●学校の情報教育について 

学校では、子どもたちへの情報教育が進んでいます。情報教育について

気になっていること、一番大切だと考えていること、問題だと思うことなど、

保護者の方は保護者の立場から、教育の現場に関わっている方は、教え

る立場からご意見をお聞かせください。また、情報教育の「困った！」「す

ばらしい！」と思ったエピソードがありましたら教えてください。 

  回答内容 回答者居

住県 

回答者

性別 

回答者

年齢 

1 小学 3 年生になる娘ですが、あらゆる

情報がネットから吸収できることはとて

も勉強になることが多くいいとは思っ

ているのですが、やはり害のあるサイ

トにアクセスされる怖さがあり、うちで

は、部屋ではやらせていません。いい

面は他の学校との交流が盛んになり

情報交換が手軽にできる点はいいな

と思ってます。 

千葉県 女性 39 

2 学校で情報の選択についてしっかり

教えていただきたいと思うのですが、

とても無理な事だと思っています。 

学校のＰＣでは本当に限られたサイト

しか閲覧出来ないのに、本当は物凄

い量の情報があふれていて、それを

チョイスして行く知識などを、一番身に

着けて欲しいと思っていますが・・。 

群馬県 女性 39 

3 ＰＣ機能を教えるのは簡単ですが、得

た情報をどう判断して処理するかを 

教えるのは、生活の中での人との関

わり方を教えるのと同じくらい大切だ 

と思っています。 

まだ1年生ですが、好きなキャラクター

のゲームがないか検索機能を使っ 

て見つけた時は驚きました。 

情報が無限にあるというのは、使う人

によって良い点にも悪い点にもなる 

と教えたいです。 

沖縄県 女性 38 
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4 以前、教育現場にいた者です。 

現在はパソコンも学校にもあるし、自

宅でインターネットをやっている子供

達も多いのですが、検索した情報を信

頼しきっている子も結構いるように感

じていました。あくまでも情報であって

真実はよく吟味しないといけない事、

またこれは情報教育とは異なるかもし

れませんが、パソコンに頼り過ぎない

事も大事だと思います。 

熊本県 女性 33 

5 放っておいてもネットですべての情報

の手に入る時代です。 

子供がそれを選ぶかどうかにかかわ

らず、耳に、目に入ってきてしまいま

す。 

なので、情報の良い悪いを教えなけ

ればいけない気がします。 

掲示板で見知らぬ人と知り合うチャン

スもいくらでもあるので、どうしたもの

か今後の悩みのタネです。 

東京都 女性 38 

6 小学生3年生の子がいますが、いろい

ろ検索してみるなど PC を使う授業も

あるようです。ただ検索して有害なサ

イトに繋がらないとは限らないし、何が

どう有害なのか子供には判断がつか

ないので、その辺りをきちんとどう教え

るのかが問題だと思います。 

神奈川県 女性 42 

7 子供の学校でも、先生の裁量でパソコ

ンの時間が設けられていました。 

ただ、その先生の嗜好にもよるみたい

で、 

パソコンに詳しい先生の組ではあるけ

ど、ないクラスもあったみたいです。 

高学年になると、ネットで検索する宿

題などが出ると聞きましたが、 

先生のパソコンのスキルによって、授

業に差が出るのでは 

ないかという気がします。 

福岡県 女性 34 
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8 首都圏の私立大学に通う息子の母の

立場です。 

中学から私立の進学校に通いました

が、公立の勉強だけでは私立の中学

に入学できない現実と、塾の費用の

高さに悲鳴をあげていました。 

高い教養をつけようとするには、経済

力も子供の知能と同様必須です。 

神奈川県 女性 46 

9 小学生の親です。 

学校ではクラスに１台しかＰＣがない

ため順番待ちだそうです。ＰＣルーム

もあるのでもっと活用できたらいいと

思います。 

友達の学校ではタイピングの練習もし

ているそうですがうちの学校はそうい

うこともないので、地域や学校によっ

てかなり違いがあるなと感じます。 

兵庫県 女性 44 

10 便利な分、使い方やマナー、危険性な

ど、大人がしっかり教えてあげなけれ

ばならないと思います。 

学校では名刺やハガキを作ったり、簡

単な作業でしか使っていないようです

が、インターネットを利用する場合は

ある程度は大人の監視が必要かなと

も思います。 

神奈川県 女性 39 

11 小学生のころから情報の教育でネット

を使っていろいろしているようです。新

しい情報ををいかに集めるかばかりに

目を向けず、情報の信憑性、恐ろしさ

などもきちんと教えて欲しいです。 

広島県 女性 46 

12 男の子がいると、有害サイトへの接続

など心配ですね。 

興味がでてくるのは仕方ないけど、そ

んな子どもを狙うサイトもたくさんある

ので、しっかりとした教育が大切だと

思います。 

東京都 女性 46 

13 5 年生の息子がいます。 

パソコンで色々調べたりしているよう

です。それは素晴らしいことだと思い

ます。 

ただ、パソコンには有害な情報もある

ので、そのことだけが心配です。 

三重県 女性 41 
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14 早くからコンピューターの世界にさらさ

れて、バーチャルな世界を知ってしま

うことに抵抗があります。 

必要なことなら、パソコンは大きくなっ

てからいくらでもできることなので、も

っと他のことを学んでほしいです。 

東京都 女性 36 

15 子どもは幼稚園児ですが、ゲームやり

たさに英文サイトから平気で面白そう

なゲームをダウンロードしてしまったり

します。私はウィルスの怖さなどをでき

るだけ簡単に説明してやったり、お金

のかかる操作（BUY NOW と書かれた

ボタン操作など）は勝手にしないように

言っています。またPCをさわらせる時

は必ず目の届くところでやらせます。

今後もセキュリティやネチケットについ

ては学校任せにせず親も意識を持ち

続けたいですね。 

千葉県 女性 39 

16 小５の子供がいますが、学校でもＰＣ

を使って資料を集めたり、作ったりが

普通にされているようです。小さい時

からＰＣを触っている息子はタイピング

も早く、羨ましがられるようですが、親

から見ると国語の読解力、表現力は

決して長けていません。いくら機械を

使えても人とのコミュニケーションがと

れなくては何にもなりません。小学校

の間はＰＣよりも読み聞かせ会をした

り読書の習慣をしっかりつけたいと切

実に感じます。 

兵庫県 女性 48 

17 小中学校でもパソコンを使った授業を

していますが、ネット接続後のサイトに

規制がかかっていないようでチャット

にはいったり掲示板に書き込みをした

りと聞きます。便利な部分や機能もさ

ることながら危険であることの認識を

一番に教えてほしいです。学校なので

接続できるサイトにも厳しい規制を掛

けてほしいと思います 

兵庫県 女性 45 
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18 情報を PC などで集める事は簡単で

す。そうではなくまず 本などを調べる

という事からおしてて欲しいです。何で

も 検索すればすぐに調べられます。

それは 時間がない時にして 

まずは 本を読んで調べるという基本

からやらせるべきだと思います 

千葉県 女性 46 

19 小学校ではパソコンの授業があり基

礎的なことを学んできます。それはと

てもいいことだと思いますが情報教育

が全て良いとは思えません。情報が

ありすぎてその良し悪しを子供が判断

するには難しいからです。学校側と親

がしっかり見て教育していかなければ

いけないと思います。 

宮城県 女性 42 

20 最先端も必要かもしれませんが、今の

情報教育は学校によって取り組みに

格差がありすぎ、子供の学校では１学

期中に１，２回あるだけのようなので、

そういうのは逆にムダに思います。情

報教育の何が必要で何をしなければ

という方針が学校により明確にされて

いないと思います。単にキーのたたき

方、絵の描き方なら家でも教えられる

と思います。一番必要なのは情報で

はなく、情操のように思います 

奈良県 女性 48 

21 この春小学校入学する娘を持つ親で

す。 

 

今の時代 PCがあればすぐに調べた

い事が出てくる時代!!確かに時代は流

れています。 

これからの時代は PC時代...いま娘は

かな打ちですが打てるようになってい

ます。 

 

簡単に結果が出てくる時代だけど私

が子供の頃みたいに辞書で調べる癖

も必要だと感じます。 

 

両方を取り組む事を願っています。 

東京都 女性 33 
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22 インターネットですぐに検索、多くの情

報が瞬時に得られる便利な時代にな

り、学校や家でＰＣをし、使いこなして

いる息子を関心する反面、心配です。

便利な道具ですが使い方次第では危

険な道具です。ネチケットやネット犯罪

など、使う前にしっかり家や学校で教

える必要があり、今は携帯電話やＰＳ

Ｐでも簡単にネットが出来、文字だけ

のコミュニケーションではなく、会話な

どを通して人としての教育が大切だと

感じます。 

北海道 女性 39 

23  情報が簡単に手に入れられるのは

いいことだと 

思います。ただ、基礎的な教育をして

おかないと 

悪い方向へ行きやすいと思います。 

 できれば親がそばについて、パソコ

ンを使わせる 

等のことをした方がいいかと思いま

す。 

大阪府 男性 29 

24 パソコンって、どこの家庭にもあるもの

でもないのに、それを教材としてしまう

のは少し疑問があります。 

段々検索する、何かを調べることにな

っていくでしょうが、きちんと本で調べ

るという手段を教えてもいないのに、

いきなりパソコンっていうのは小学校

では本末転倒なきがします。学校の授

業のわずかなパソコンの時間で、ネッ

トの怖さとか、適当に教えられるのも

かえって迷惑かも。 

神奈川県 女性 40 
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25 学校でＰＣを使ったお絵かきなどをし

ているようですが 

自宅ではたまにキャラクターのサイト

やゲームを親のＯＫ 

が出たときのみ使っています。 

ここの家ではまだＰＣを使いこなしてい

るかというと 

差がいろいろだと思います。子供には

いろいろな情報が 

あるなかからうまく検索をする知識を

つけて欲しいと 

思いますしサイトの怖さなども学校・自

宅ともに 

教えていく必要があると思います。 

埼玉県 女性 38 

26 「パソコンの向こう側には自分と同じ生

身の人間がいる」ということを知らない

子供が多い気がします。友達や家族

への文章とそのほかの他人への文章

を書き分けられないのか、なれなれし

い、読みにくい顔文字を多用した文章

を送ってきたり、問い合わせに返事を

貰っても「ありがとう」の一言もなかっ

たり。こういう能力のない子供が、パソ

コンで他人に迷惑をかけないように使

いこなすのは難しいのでは…？ 

宮城県 女性 32 

27 情報教育は小学校で必要なのかどう

か疑問に感じています。 

何かを調べる手段としてパソコンを使

って調べる、調べ方をまなぶ 

といのは納得できますが、何もかもを

パソコンや情報などでと 

依存されないことを願います。 

愛知県 女性 41 

28 これからの世の中はパソコンを使うこ

とが多くなりますので、もしパソコンが

使えなけれが時代に乗り遅れてしまい

ますので学校での情報教育は大変重

要ではないかと思います。問題なのは

性的な有害なサイトにはアクセスさせ

ない必要があるのではないでしょう

か。 

東京都 男性 46 

29 情報が多すぎるのも耳年間になりす

ぎて心配な面も多いと思います。しか

し、教育不足で情報に飲み込まれる

のもまた不安ですが・・ 

福岡県 女性 33 
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30 小 4 です。 

学校の PCの授業だと『お絵かき』ば

かりでつまらないようです。もっとネット

を繋いで、ネチケットなどを教えてほし

いです。 

調べ学習も家ではネットでやりますが

学校ではネット以外で調べ学習をして

ほしいようです。（本で調べるとか、昔

のことなら祖母に聞くとか・・・） 

静岡県 女性 43 

31 これからの時代には絶対必要な教育

だと思っています。ただ、正しく学ばな

いと、大変なことになる可能性もある

のでそれが心配です。うちはまだ幼稚

園にもあがっていませんが、小学生に

なる頃にはまた今よりも進んだ授業を

受けることになると思っています。 

そして、教える立場にある教師も、徹

底的に学んでいただきたいと思いま

す。中途半端な授業では意味があり

ませんから。基礎的なものは親からも

教えられるので。 

大阪府 女性 29 

32  

情報がありすぎで何を見ていいかわ

かりにくいです。 

それぞれの学年ごとに整理されたも

の、親の意見をわかりやすく、見やす

くさせれば情報をよりよく整理できるの

ではないでしょうか。 

東京都 女性 38 

33 私自身、情報処理関係の仕事に携わ

っていました。でも働き出してから初め

てパソコンを触った状態。確かに知識

を持って仕事に入ったほうがよりスム

ーズだったとは思うのですが、小学校

から必要だとは思えません。ゆとり教

育で他の学習が削られているのに、

余分に情報教育を入れるのはどうか

と思います。 

奈良県 女性 40 
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34 息子の学校では三年生から情報教育

の授業が行われていますが主にパソ

コン中心みたいです。操作や活用法を

教わるのは良いと思いますが親として

まだ知って欲しくない情報も簡単に知

ってしまう状況に不安を感じます。情

報の良い点悪い点や真偽を見極める

事ができるように指導してもらいたい

です。 

岡山県 女性 42 

35 インターネットの情報が氾濫している

中で、子供が自分で善悪をつけられる

まで親が管理、監視すべきだと思って

います。 

閲覧禁止を徹底し、暴力や性的なこと

は子供から排除する必要があります。

子供のうちにしかできないことをもっと

見直して、 

体を使って生きていくことを学ばせた

いと思っています。 

北海道 女性 34 

36 PC の使い方を幼い頃から、学ぶこと

はいいことだと思います。 

PC が使えなければ、資料作成や、必

要な情報の入手ができず、仕事をす

る上でも基本的な所で支障となるから

です。 

ただ、インターネットでは子供にとって

有害となる情報が多いことも確かで

す。何を悪いこととするのかがハッキ

リしていないため、「悪い」情報から子

供を守る術、親や学校が策を講じるこ

とは極めて難しいです。どのような策

をたてても守りきれないです。 

滋賀県 女性 29 

37 パソコンを使わせて曲がった方向にい

くことを恐れるよりもきちんと大人と一

緒に使い方に向き合うべきです。情報

から振り回されることの恐ろしさや現

実なども逃げないで大人と子供が一

緒に考えてそこから対話を生みながら

機械に向かうことが肝心だと考えます

千葉県 女性 28 
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38 いろいろなことを 見て聞いて知るって

事はすごくいいと思いますが 知った

きに こういうことは いいのか悪いの

かをしっかり教えていただければって 

思います パソコンもいろんな情報が

みれるけれど 長時間は電磁波や視

力低下も問題もあるなど 基本的にい

いことと悪いこと両方 おしえていただ

ければな～って おもっています 

沖縄県 女性 39 

39 授業でＰＣを使ったりネットで検索した

りしているようです。これからはＰＣな

しの社会は考えられないので今から

慣れ親しむ事はとてもよいことだと思

います。家には無いソフトで簡単な作

品を持ち帰る事もあります。 

手を使って字を書くと言う事がおろそ

かにならないで欲しい事と、正しい判

断が出来るまでは、ネットの中の嘘や

間違った情報に流されるのが怖いで

す。親の私でさえ本当か(怒)と思う HP

もたくさんあるので。 

北海道 女性 38 

40 今の時代必要な教育であると思いま

すが、 

教える側がしっかり分かっているのか

が心配です。 

先生によって大きく差が出ないように

してもらいたいですね。 

長野県 男性 48 

41 テレビやインターネットで情報が 

あふれている時代なので親や先生が

知らないうちに 

間違った情報などを見聞きしてしまう

事があるかもしれません。 

テレビやインターネットに頼らず、学校

や親が 

もっと考えて子供に教えていくべきだ

と思っています。 

神奈川県 女性 30 

42 小学生の保護者です。 

困ったことは、学校の勉強の薄っぺら

さです。ゆとり教育の弊害を受けた今

の小学生たち、ホント迷惑です。総合

学習という遊びのような取組が授業の

ほとんどで、これじゃまずいと思いま

す。 

大阪府 女性 40 
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43 情報過多の時代にどれを自分なりに

選択していけるかという自分の中の常

識が不可欠になってきます。はじめに

人間関係を築けることが第一条件で

そこからネットなどの機械にはいって

いかないと人間が機械に支配される

時代が到来しそうで怖いです。最初ｐｃ

などを始める場合や幼い子供の場合

は親と一緒に楽しむところから始めて

いき曲がった使い方をしないように健

全なものとして先入観を与えたいです

千葉県 女性 54 

44 機器の扱い方や、ソフトの使い方も大

切だと思いますが、それよりも、情報

を扱うと言うことの意味や、恐ろしさを

丁寧に教えてやって欲しいです。 

無知なために、加害者や被害者にな

るのを防いで欲しいです。 

岡山県 女性 44 

45 親や教育者の知らないところで多くの

情報を見聞きしていく可能性が高いの

で、本質や善悪を見抜く力も養ってい

く必要があると思います。子供にとっ

て相応しくない情報は与えたくないの

ですが、今の状況だと不可能だと思う

ので。 

神奈川県 女性 38 

46 情報過多はちょっと問題だと思いま

す。学校でパソコンの授業はあるよう

ですが、それは賛成です。あとは、イ

ンターネットの便利さと怖さをどうやっ

て学ぶのかが、少し心配です。 

大阪府 女性 50 

47 多種多様の情報の中で、子供がどれ

を選択したらいいか、どれを信用した

らいいかを見極める力が必要になって

くると思います。また、個人情報がどう

いうところから外部に流れていくかを

説明してあげて、会員登録をする際は

親がチェックしてからにするなどのサ

ポートをする必要があると感じます。 

静岡県 女性 44 
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48 今の子供たちはパソコンが使えて当

たり前のことになっていくようですが、

学校や先生によって教え方や知識に

差が出ることが心配です。パソコン＝

インターネットの授業ではなく、ブライ

ンドタッチやソフトウェアの使い方、ハ

ードのことなど、幅広く、またネチケット

なども含めて、良い点・悪い点を教え

ていかなければいけないのではない

かなと思います。 

京都府 女性 47 

49 現代にみあった教育ではあります。こ

れからの情報社会としては必要不可

欠でしょうが、十分な知識と認識がな

ければ、間違った方向に成長するた

め適切な指導が必要ですね。 

福岡県 男性 37 

50 情報を正しく受け止めて理解する力を

養わなければいけないのだと思いま

す。子どもの頃はファンタジックなこと

でも本気で信じて悩んだり考えたりす

る時期でもあり、そういう不安定でもあ

る時期にあふれ変える情報の中から

好ましくない情報が子どもたちに多く

与えられることが不安です。子どもの

情報を正しく分析する力を養うととも

に、大人がどう情報を与える環境を作

るかが問われることだと思います。 

新潟県 女性 27 

51 保護者側です。教育の幅が広がった

反面、ゆとり教育で授業時間が減り、

しわ寄せを実感しています。情報教育

は義務教育内において基礎というより

応用の分野だと思います。情報教育

を取り入れていくなら、昔のように土曜

日の午前中も学校を開いてやって欲

しいです。それから、情報教育の基本

的なマナーは学校に依存せず、私達

保護者が責任もって教えなければい

けないと思います。学問については学

校にお願いしたいです。 

栃木県 女性 41 



    

学びの場.com http://www.manabinoba.com/                                     13/25 

 
52 情報が氾濫しすぎているような気がし

ます。大人にとってはとても便利なこと

かもしれませんが子供にとっては使い

方次第でとても危険だと思います。何

がどう危険なのか、マナーについてし

っかり教えて理解させてから情報教育

しても遅くはないと思います。 

京都府 女性 36 

53 テレビやインターネットで、情報は簡単

に入りますが、 

どれが正しいのか、間違った情報も正

しいと認識してしまうことが 

あるようです。 

学校、保護者から正しい情報を教えて

いく必要が 

あると考えています。 

熊本県 女性 37 

54 最近の子供たちは情報を丸ごと鵜呑

みする傾向があるような気がしてなり

ません。ですので情報を与えられるだ

けではなく、その情報の信憑性や必

要・不必要を読み取る力も一緒に育て

ていけるような情報教育を望みます。

ネチケットなど、顔が見えないだけで

人とかかわっているということに変わり

ないわけでそういった面も保護者とし

ても教えていかなくては…と思ってい

ます。 

東京都 女性 36 

55 気になっていることや問題点は、は、

インターネットなどの情報の中に虚偽

や誹謗中傷などの情報も含まれると

いうことですね。教科書とは違う悪質

な情報の扱いに振り回されないかと。

一番大切だと考えていることは、自分

一人でパソコンに向かわないで、とい

うことですね。不安なことがあったら、

すぐ親に聞いて欲しい。 

匿名世界の気楽さに流されないで、あ

くまで現実世界を豊かにする道具にす

ぎないことを理解して欲しい。 

神奈川県 女性 38 
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56 小学校の内からパソコンを覚える必要

はないように思います。その前に、基

本的な学力の向上のほうが必要だと

思うので、学校では普通の授業のみ

でいいと思います。あとは、各家庭で

情報をよりわけて触れさせる方が良い

かと思います 

青森県 女性 33 

57 小学生からパソコンを授業に使い 

大人よりも早く吸収している時代だと

思います。 

視野が広がる事は良い事だと思いま

すが 

間違った情報も鵜呑みにしない、自分

で情報をコントロールする 

という教育が必要になっていくと思い

ます。 

 ネット依存だけはならないよう指導が

大切だと思います。 

本を読む、自分で辞書を使い調べる、

友人と本を探して検討する、 

というような教育も大切だと考えます。

愛知県 女性 42 

58 甥が中学で習うからと家族が誰も使っ

ていなくてパソコンがないからとあわ

てて購入しました。今は使えて当たり

前とパソコンも家にないことを馬鹿にさ

れたとか。本当にそんな教育ってそこ

まで時間をかけてする必要があるの

か疑問です。学力低下も気になるし、

人の気持ちのわからない子どもが最

近は多いような気がして心の教育の

方が必要なのではと思います。 

大阪府 女性 29 

59 情報が氾濫している昨今なので危険

な面とか選別する判断力を養う教育を

して欲しいと思います。 

パソコンで調べると簡単に情報は取れ

ますが、批判的な目で多角的に見て

判断する能力が益々必要になってくる

と思いますので。 

愛媛県 女性 68 
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60 まず先生がちゃんとした知識を得るこ

とが大切だとおもいます。情報に関し

ては偏った情報や知識を持ってる人

が多いので。 

先生を教育する人もきっとそう言う人

でしょうから、子どもに対しての教育以

前にそう言う人達の教育をしっかりし

て欲しいです。そして親も一緒に間な

んで正しい知識をえて行かないといけ

ないと思う 

以前先生の発言で私の方がよほど知

識があって間違った事を言ってたので

びっくりした。 

兵庫県 女性 33 

61 やはり今の時代インターネットでの情

報がどんどん入ってきます。 

調べ物は家で出来、時間が短縮出来

る良い面があります。反面なんでも調

べられるので、年齢に適していない情

報などが簡単に手に入るのが怖いで

す。 

京都府 女性 43 

62 元教育者で今は保護者の立場です。

学校ではネットで検索してレポートを

書くなどの教育もやっていますが、子

供ゆえネット上の情報の真偽が見極

められない、サイト開設者に友達同士

みたいなメールを送りつけて質問する

などのネチケット乱れ、情報選択の判

断ミスがあります。これらはＰＣや情報

教育以前の問題なので、そこを親、学

校ともで指導していかねばと思いま

す。掲示板や検索にたよって自分で

考えなくなるのも問題です。 

大阪府 女性 38 

63 情報ばかりが先行して、本当に知らな

ければいけない事がしっかりと子供た

ちに伝わっていない気がします。それ

に調べる困難さ、そこまでの過程がイ

ンターネットではなかなか学べないと

思います。辞書を使うことも大切だと

思います。またネットは便利だけれ

ど、恐ろしさもあることをしっかりと教え

てほしいですし親としても教えたいで

す。 

大阪府 女性 37 
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64 情報が氾濫しすぎている世の中にな

ったと思います。 

大人としてこれは子供に不要だと思っ

ても、 

子供は面白半分で接触するので、と

ても危険です。 

子供に対しては、インターネットから流

入する情報の規制を 

強化することも必要になってきたのか

なと感じています。 

静岡県 女性 85 

65 今はＰＣで何でも情報は手に入りま

す。辞書も電子辞書、昔のように国語

辞典や漢和辞典、英和辞典などは死

語になりつつあります。いまどきの子

に辞書をひかせたらどのくらいの子が

スピーディにひけるでしょうか？ 

そういう文明の利器に頼らないで学習

する力を身につけて欲しい。 

神奈川県 女性 38 

66 情報過多からどうやって情報収集して

いくべきなのかをきちんと学ぶようにし

ないとだめだと思います。 

タイピングやソフトの使いこなし方は簡

単にあがるスキルだとは思いますが、

できない人を馬鹿にするようでは困り

ます。 

千葉県 女性 27 

67 今の時代、ＰＣは使えて英語は話せて

当たり前という感じで自分達が子ども

の時とは習うことが全然違うのです

が、学力低下も気になるし情報教育と

いう名のもとに情報だけが一人歩きで

学校によってカリキュラムも全然違っ

たりするのかなと必要性に関しては疑

問に思っています。 

大阪府 女性 31 

68 情報がありすぎるのはアル意味、問

題だと思います。自分の中で情報を分

類できるようになるまで、触れさせない

ことも大事だと思います。出来れば、

インターネットの過激なサイトは規制を

かけて子供は見れないような形にして

ほしいです 

青森県 男性 35 
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69 今の時代、小学校からパソコンで検索

やブラインドタッチをちゃんと教えてく

れる教育に感謝しています。 

ただ、知識が豊富になればなるほど、

ネット犯罪が多くなりそうで怖いですね

～ 

東京都 女性 41 

70 インターネットを使っての情報収集な

ど、とても良い事だと思っています。今

は家庭でもパソコンを使うことが多い

ですが、学校でみんなと一緒に調べた

りすることで、マナーや知識を得ること

が出来るのはすごく良い経験が出来

ると思っています。パソコンだけに頼る

のではなく、それで得た知識をもとに、

今度の勉強や経験に役立ってくれれ

ばいいですが・・。 

広島県 女性 41 

71 学校の授業でもインターネットが利用

されていますが、情報収集方法等だ

けでなく、ネット上でのルールやマナ

ー等もしっかり教えて欲しいと思いま

す。 

自宅でも注意していますが、先生方か

ら言って頂くと更に効果的かと思いま

す。 

埼玉県 男性 53 

72 インターネットにより、いろいろな情報

が入ってきて、大人ですら騙されたり

間違えて頭に入る事が多いので、子

供が正しい情報を見抜く力をつけるこ

とも必要になってきますが、大人がま

ず正しいと教えられる力を身につける

べき時代になってきていると思いま

す。 

東京都 女性 32 

73 うちの息子が小学 5、6 年の時の担任

の先生は PC に詳しく、いろいろな場

面で使ってくれて、子供に興味を持た

せてくれていましたが、中学校になっ

てからは、宿題でインターネットを使う

だけで、他は PCの話を聞くことはあり

ませんでした。インターネットの怖さは

小学生より中学生の子供により強く教

えて欲しいです。 

神奈川県 女性 41 
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74 最近は小学校へ上がった途端にＰＣ

での勉強等、色々な情報がすぐに取

れるようになったのはいい事でもある

と思いますが、便利な情報もですが、

掲示板等の危ない危険な情報も入手

できてしまうのが怖いです。 

子供を 24 時間監視するわけにもいか

ず、きっと駄目と言っても色々なサイト

を見たりすると思うので、それが心配

です。 

北海道 女性 35 

75 タイピングの練習などを目的として楽

しくネットを使えるようになるなら良い

のかな？と思いますが、ネットは使い

方によっては恐ろしいものですので、

そのあたりの対策は必要かと・・・。 

ネチケットも教えて欲しいですね。 

でも・・・ネットよりも、ワードなんかを使

えるようにした方がいのでは？と思っ

ているのが事実です・・・。 

神奈川県 女性 27 

76 情報がネットで簡単に検索できるのは

とても便利ですので 

ある程度の情報教育は必要だとは思

いますが、本来の姿である 

本での収集の方法も習得するような

教育も大事だと思います。 

何でもＰＣを開けばどんな情報も手は

入るのは安易過ぎて 

怖い面もあります。 

福岡県 女性 51 

77 今は小さな子どもでも PC を使って情

報検索をしてと便利な世の中になりま

したが、インターネットで簡単に検索す

る以外にも昔のように図書館に足を運

び、自分でいろんな本を見て調べると

いう習慣も必要なのではと思います。

インターネットの怖さやマナー、敬語な

ども身に付けてほしいし、文字が一人

歩きして勝手に人を傷つけてしまう危

険性も理解してほしいなと思います。 

大阪府 女性 56 

78 今娘は大学生ですが、携帯やＰＣに触

れたのは高校生の時でそれが普通で

した。 

あまりはやくからだた、色々な事件に

巻き込まれたり、危険なので、 

小学生の間はそういう教育はせず、危

険性だけを教えて欲しいと思います。 

大阪府 女性 49 
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79 パソコンの使い方や、キーボードの打

ち方を習えたり、いろんな情報がイン

ターネットで即時に収集できるという意

味でも素晴らしいと思いますが、本や

資料を基に探すことも大切だと思うの

で、調べ物の宿題でまず本から調べ

ようと子どもに提示すると、ほとんどの

子がネットで調べていると言って本か

ら写したり調べたりしたがらず、学校

の調べ物をインターネットに頼りすぎ

ている感があるのは困るなと思いまし

た。 

東京都 女性 43 

80 情報機器の基本的な操作などは、こ

れから必要な事だと思いますが、何で

もＰＣで検索出来てしまうので、情報

量の多さをどう処理していったらいい

かと言うことが、課題だと思います。 

また、未成年の子が簡単にアダルトサ

イトや危険なサイトにアクイセスできる

のも問題で、色々な犯罪に巻き込まれ

る事件も多々あるのでその辺が、恐い

ところだと考えます。 

長野県 女性 43 

81 インターネットなどで日本だけでなく海

外の情報教育も増えたと思います。良

い面も多数ありますが、理解力がまだ

未熟な子供たちは 

、匿名性の高いインターネットでは大

人の世界へ紛れ込みやすく、遭わなく

ても良いようなトラブルに巻き込まれ

る可能性が高いように思います。 

千葉県 女性 33 

82 昔は調べ物といえば図書館へ行くの

が普通でしたが、今では自宅でパソコ

ンを操作して簡単に情報が手に入りま

す。余りにも容易すぎて、と同時に余

分な情報までもが手に入りすぎ、自分

で本当に考え、試行錯誤しながら様々

なことを調べる真の力が養われない

のではないかと心配になるときがあり

ます。 

神奈川県 男性 41 
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83 今では小学生でも調べ物と言えばイ

ンターネットで、と言う子が殆どですよ

ね。手軽で便利で広範囲から調べら

れる、という意味では生活に不可欠だ

と思いますが、反面、辞書や事典での

アナログな調べ物ができなくなってき

ていると感じます。ネットには様々な弊

害もありますし。 

大阪府 女性 44 

84 以前は新聞やテレビからの情報が、

今はインターネットから入ってくる時代

になり メディアの形態が変わってきた

ように思います。 

どれが必要でどれが必要ではないの

か、またどれが本当でどれがウソなの

か、情報自体を見極める力をつける

のも、情報教育として必要になってき

たと思います。 

大阪府 男性 53 

85 最近は宿題をインターネットで検索し

て、印刷したら宿題完了だと思ってし

まう傾向がみられます。 

何でも鵜呑みにしないで自分で考える

力を身に付けさせたいです。 

三重県 女性 42 

86 ＰＣは高価な物と分かっているのであ

まり触りたがらなかったのですが学校

で触れる事によりＰＣの前にいる時間

が増えました。 

何も分からずネットの世界に飛び込む

よりある程度の知識を持っていないと

怖いと思います。 

ネットのメリット、デメリット、対処の仕

方を教えて頂きたいですね。 

千葉県 女性 42 

87 今は、インターネットを使って手軽に情

報収集ができるようになり、良いことの

ように感じられます。 

しかし、あまりにも簡単に収集できる

ために身につき方が以前とは違うので

は。と感じる事があります。 

その答えを見つけるまでの、苦労が少

な過ぎるように感じます。 

子供には、ある程度苦労をして答えを

見つけるような仕組みになると良いと

感じます。 

鳥取県 女性 33 
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88 なんでもわかる、なんでもできるという

ことを『知る』ことも大切と思いますが、

それ以上にその怖さをもっと知らなけ

ればならないと思います。ルールを学

ばずに方法だけを覚えることが一番

恐ろしいです。 

大分県 女性 40 

89 今は子供でもインターネットで知りたい

情報を 

簡単に入手できる時代です。 

でも、文章を読んで理解していても実

際に体験しないと 

理解できないものも沢山あります。 

そのことを親の私たちも、そして学校

の教育者も 

一緒になって子供たちに伝えていく必

要があると思います。 

実際に目で見て感じて、理解すること

の大切さを 

忘れないで欲しいです。もちろん私た

ち大人にも言えることです。 

静岡県 女性 32 

90 保護者の立場ですが、学校の先生が

どこまで情報教育を理解できているの

かが疑問です。ＰＣもロクに使いこな

せない先生もまだいるらしいし、マニュ

アル通りだけの教え方ではインターネ

ットの便利さの影に潜む危険なことま

では子どもたちに伝わらないのではと

思っています。 

大阪府 男性 31 

91 キチンと基礎学力をつける様指導して

欲しいです。三角形のように底辺がし

っかりしていないと上に幾ら応用をつ

けてもダメだからです。ゆとり教育とは

名ばかりで返ってゆとりがなくなってい

る事も気になります。 

兵庫県 女性 50 

92 情報教育はそんなに必要ですか？ 

昨今、子供の学力低下が言われてま

すが 

まずは日本人として、読み書きの時間

を増やすこと、算数を習うなど子供に

は優先的にするべき教育があるとおも

いますが・・・。 

岐阜県 女性 34 
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93 生きる目標・人生の土台を教え、育て

ていくことが大切だと思います。 

ニートが増え、それが素直に受け入れ

られる世の中になる前に 

将来を背負っていく若い人たちが必要

だからです。 

受験・受験とテストの点数よりも、常識

や努力をする姿勢、それが将来にどう

つながっていくかということを教えるこ

とが大切だと思います。 

大阪府 女性 27 

94 保護者です。一番大切なのはこれだ

け溢れている情報から自分に有益な

ものを取捨選択できる能力と自分を害

から守る能力だと思っています。問題

なのは前記と重なりますが、よい情報

も悪い情報もとにかく垂れ流し状態で

あること、そして個人情報保護がまだ

まだ守られていないことです。これらを

見極め上手く活用していけば「素晴ら

しい」情報社会だと思いますし、これら

を親の立場で指導したいと思っていま

す。 

茨城県 女性 42 

95 不可欠になろうＰＣ知識を学校で教育

するのはよいことだとは思いますが、

教え方ひとつで好きにも嫌いにもなり

かねないので 

中途半端な教え方だけはして欲しくな

いです。 

情報教育を通じて子供の視野広がる

ことが嬉しいので、間違った使い方を

しないように親も指導したいと思いま

す。 

大阪府 女性 42 

96 今は大人よりも子供のほうがインター

ネットを使いこなせる時代になってき

たと思います。だから、大人以上に知

識を持っているところに問題があると

思います。 

情報はなくてはならないものですが、

教育として情報をコントロールすること

も教えなければならないのではないで

しょうか。 

子供が自殺サイトなどを見ていたら・・

と思うとゾッとします。 

静岡県 女性 60 
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97 4・6 年生の子供がいます。 

月 1～2 回のパソコンの授業でメキメ

キ腕を上げている息子達です。 

私以上にパソコンを使いこなす子供達

を見て「頼もしいな。最近の子供達・な

んだなぁ・・」と思っていますが 長男

がこの頃「友達は自分専用のＰＣを持

ってる。自分も机に専用のが欲しい」と

言うようになったのには困りました。 

いくらなんでも早すぎると思い承諾し

ませんでした。 

親の目の届かないところで使わせる

のは不安です。 

神奈川県 女性 37 

98 まだ小 1 なので情報教育は行われて

いないようです。 

ただ、今後、情報教育が進むことによ

り、子供がまだ知らなくて良いこと・知

って欲しくないことを知ってしまうこと

が困ります。 

宮城県 女性 36 

99 情報が氾濫しすぎて、必要ではないも

のまでどんどん入ってくるのが 

不安ではあります。が、対応が難しい

のが現状です。 

そういう、子供が見て悪い影響を受け

る情報は、 

簡単に見ることができないようになれ

ばいいのにと思います。 

京都府 女性 37 

100 これから子どもが小学生になるのです

が、今は自分が子どもの時に比べて

情報が多すぎて、どの情報を活用して

いくか自分で選択するのが難しいと思

います。英語も必須になるということで

学力低下が気になり、情報教育の内

容もころころ変わりそうで、親も振り回

されそうです。 

大阪府 女性 32 

101 中学生から将来の夢や社会人になる

ための勉強もして欲しいと 

思います。学校の規律でがんじがらめ

にするのではなく、 

もう少し生徒1人1人と向き合って欲し

いです。 

山口県 女性 35 
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102 インターネットから情報が取得できて

便利になりましたが、従来の紙メディ

ア（新聞や書籍）と異なり、取得だけで

なく自分の情報も露出することになり

ます。海外では子供向けサイトに小学

生が簡単にメールアドレスなどを登録

でき、その情報があまり小学生向けで

ない情報提供会社にリークしているこ

とも多いです。「自分の情報の管理」

について、危険性をもっと教育するべ

きです。親の立場でもわかってない人

も多いですが。 

千葉県 女性 44 

103 社会人になるための教育をして欲しい

と思います。 

将来の夢、なりたい仕事の見つけ方

など、将来につながるような勉強の仕

方、方向性、などを授業に盛り込むべ

きだと思う。 

今の教育は目先のことしか考えられな

い教育だと思う。 

受験に合格するためだけなど、将来に

つながっていないような気がする。 

静岡県 女性 39 

104 情報は自分から取りに行く時代になっ

たと思います。 

でも同時に必要以上の情報が入手で

きてしまうのも確かです。 

特にアダルト情報や自殺関連など、個

人や家族単位では 

入手抑止できないものについては、社

会として何らかの対応を 

していくべきだと思います。 

大阪府 女性 35 

105 保護者の立場から「困った！」です。 

ゆとり教育の見直しがなされています

が、 

確かに、絶対的な時間数がたりないこ

とで、 

学力低下が懸念されることは理解でき

ます。 

でもゆとり教育のなかで情操教育の

側面で期待 

していただけに政府の方針がころころ

変わることに 

不安を覚えます。 

神奈川県 女性 43 
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106 学校で県の学習の資料などをインター

ネット検索でやらせているようです。タ

イピングの授業もあり、ちゃんとした指

使いでキーを打てるようになってい

て、夫とびっくりしました。これからの

時代、そういう教育は大切だと思いま

す。 

あとはインターネットの怖さ＆ネチケッ

トなどを教えていくことですが、これは

親もしっかりすべきだとおもいます。 

神奈川県 女性 44 

 


