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子どもたちの国語力（表現力・コミュニケーション力含め）は低下していると

思いますか？どんな場面でそれを実感しますか？その原因は何だと思いま

すか？会話（言葉遣い）、手紙、メールなど子どものコミュニケーション作法

について昔とは違うな、逆に変わらないな、と思うのはどんなところですか？

コミュニケーション力は何によって養われると思いますか？  

  回答内容 

回答者

居住県

回答者

性別 

回答者

年齢 

1 

低下していると思います。目上の人に

対して敬語が使えない、ボキャブラリ

ーが乏しく「楽しい」など一言で終わる

言葉でしか伝えられないので。読書不

足、テレビやゲームのしすぎ、異年齢

で遊んだり、大人と話す機会の少な

さ、などが原因と思います。変わらない

のは、仲間内でしか分からない言葉や

表現を使うこと。違うのは、軽い話しか

しないこと。ボキャブラリーの豊富さと

作文で養われると思います。 東京都 女性 35 

2 

低下してると思います。甥や姪と話し

てると語彙力の不足、また、ため口し

か使えないと感じます。原因は人との

ふれあいが少ないからだと思います。

昔と変わらないと思うことはありませ

ん。逆にメールの影響が大きいと思い

ます。一方的に発信する事に慣れ、直

に話しが出来なくなりつつあるように思

います。 

コミュニケーション能力はやはり様々な

人に叱られたり、褒められたりして培

われるものだと思います 青森県 男性 35 

3 

低下していると思います。 

話をしている場面でそれを実感しま

す。 

社会とメディアの問題だと思います。 

昔と違うのは相手を思いやる心が無い

ことです。 

同じと感じることはないです。 

コミュニケーション力は会話によって養

われると思います。 千葉県 男性 36 
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4 

低下していると思います。目上の人と

話をしているときに特に感じます。原因

としては書いて覚える習慣が少ないこ

と、略語がやたらと使われていて、本

来の言葉をちゃんと認識していないこ

と、大人と会話する時間が少なくなって

きていること、兄弟の数が減って、一緒

になって話す相手が減ってきているこ

とがあると思います。コミュニケーショ

ン力は人と直に話をしたり、手書きの

手紙のやり取りを通して養われると思

います。 東京都 女性 43 

5 

低下していると思います。特に若い人

たちの話し方を聞いてそう思います。

変わった言葉で話したり携帯やパソコ

ンに頼りすぎていると思います。 

コミュニケーション能力はいろいろな人

と話したり、本を読んだりして養われて

いくと思います。 愛知県 女性 39 

6 

低下していると思います。 

敬語を使うべき場でも使えない子が増

えていると思います。 

チャットなどで、敬語なしで年上の方と

接するような場面が 

多いからかとも思われます。コミュニケ

ーション力は対面して 

会話する事で養われると思います。友

達同士でも話す時間より 

お互いゲーム機に向き合う時間が長

いのも問題だとお思います。 静岡県 女性 33 

7 

低下しているとおもいます。 

たまに主人の部下と会いますが、 

社会に出た人でも年上に対する最低

限の言葉使いのできない人が多いで

すね。ボキャブラリーも少なく感じま

す。 

コミュニケーション能力は実際に人と

話をすることで養われると思うので、メ

ールなどで言葉のやり取りはあっても

実際に話すことが減っているからでし

ょうか？ 千葉県 女性 34 
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8 

とても感じています。 

文章で話さず単語を並べて会話してい

る。 

知らない単語、言葉、表現も多いよう

に思います。 兵庫県 男性 44 

9 

低下していると思います。敬語や丁寧

語の使い方が自分達の感覚で変えて

しまっているように思います。メールが

増えて手紙を書かなくなったのは国語

力の低下につながっていると思いま

す。会話をすることでコミュニケーショ

ン力が養えるような気がします。 奈良県 女性 38 

10 

世間一般的には低下している気がしま

すね。結構「この人あまり言葉遣いを

知らないな」と感じることがありますの

で。ただ、子どもに限定すると低下して

いるのかどうかはよくわかりません。う

ちの子は幼稚園児ですが一生懸命言

葉を吸収しているところです。お友達

同士の会話でも「こんな言葉を覚えた

んだ」と微笑ましく見守ることが多いで

す。このまま親も自覚を持って言葉を

教えていきたいと思っています。 千葉県 女性 39 

11 

低下していると思います 

そもそも親の代が低下しているの

で・・・ 

コミュニケーション能力は色んな世代・

人種と接する事で磨かれると思います 北海道 男性 35 

12 

思います。自分の国語力のなさに痛感

しているので・・・。 

原因は子どもの頃の育ち方だと思って

います。 

絵本の読み聞かせなどしてもらったこ

ともなく育ち、虐待の毎日でしたので出

来の悪い子でした。 

でも自分のこどもは絵本の読み聞か

せを毎日し、読解力も３歳半ですがか

なりあると思います。愛情深く育てるの

がコミュニケーション能力にもつながる

と思います。 東京都 女性 37 
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13 

低下していると思います。 

 

親子で話していても、単語で済ませる

事が多く長い文章で話す事が苦手で

す。 

また、メールの影響か短くキツイ言い

方が増えたようで誤解を生みやすく、

友人同士のトラブルの原因にもなって

いるようです。 

全てを含めたコミュニケーション不足を

感じています。 

家庭ではなるべく１語で終わらせず、

相手に伝わりやすいように長い文章で

話すようトレーニングしています。 埼玉県 女性 44 

14 

かなり低下していると思います。きちん

とした言葉よりも最近の流行などの言

葉がとくに若い子のあいだで使われて

いたりしますよね。テレビなどでも使わ

れていたりして悪い影響だと思いま

す。変わらないと思うことは、とくにない

ような気がします。 

神奈川

県 女性 37 

15 

低下しています。 

若者言葉が当たり前で敬語なんてわ

からないし、メールでのおかしな言葉

のやりとりばかりしているからだと思い

ます。 

普段街中やテレビでおかしな言葉ばか

り聞こえてくるので実感できます。 

本を読んだり正しい言葉での会話を普

段からする機会を持たないとだめだと

思います。 千葉県 男性 47 

16 

低下していると思います。それは目上

の人と話をする時に特に目につきま

す。原因は恐らく、彼ら達の育って来た

環境だと思います。昔とは違うなと思う

のは私が学生の頃は考えられなかっ

た携帯保持の低年齢化です。誰に対し

ても、メール 1通で用を済ませてしまう

ところが、違うなと思います。 大阪府 女性 28 
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17 

低下していると思います。でも子供だ

けじゃなくて大人でも低い人が多い気

がします。間違った言葉を当たり前の

ように使っている人が多いので普段の

会話やテレビを見ていたりしても感じま

す。 

メールが当たり前になって普通の言葉

がかっこ悪いみたいな感じ肩があるか

らだと思います。 

きちんと大人の人と会話をして間違っ

たら大人の人も直してあげないとだめ

だと思います。やっぱり昔みたいに注

意されないとわからないです。 千葉県 女性 23 

18 

低下していると感じます。原因は活字

離れにあるのではないかと思います。

本を読まない、新聞を読まない、手紙

を書かない、（メールで済ます）など。

女子高生などの会話などから変わった

なぁと感じます。幅広い年代の人と付

き合っていくことでコミュニケーション力

を養っていく事ができるかなと思いま

す。そういう意味では大家族っていい

なと思いますね。 東京都 女性 42 

19 

絶対低下してます。 

 大人と対等なタメ語を使うこと自体お

かしいと思います。 

また子供に限らず３０歳過ぎた人間で

も平気で人前で 

「○○ちゃんは・・・」って自分の名前を

言ったりして 

それが母親なのでおかしくなります。そ

んな家庭だと親の事を 

名前で呼んだり（例えばクレヨンしんち

ゃんのみさえ～みたいな） 

やはりＴＶやネットでは無く人間間での

会話でないと養われない 
群馬県 女性 38 
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20 

低下していると思います。原因はやは

り子供たちがあまり本読まなくなったこ

と。活字に触れることが少なく、テレビ

や漫画、ゲームなどに時間を奪われす

ぎているせいだと思います。コミニケー

ション力をつけるには、同年代の友達

だけでなく、年の離れた人々とのふれ

あいが多くあるといいと思います。 

神奈川

県 女性 46 

21 

低下していると思います。 

しかし、それはかなり前からだと思いま

す。 

日常の中にもモデルとなる会話の現象

(会話不足からより悪循環)、ゲームを

はじめ他者とかかわりを持たなくても

過ごせる環境は大きく影響していると

思います 東京都 女性 30 

22 

低下していると思います。 

おじいちゃん世代と交わりがなくなった

り、テレビで言葉を覚えたりする事が影

響していると個人的には思います。 

親である私も言葉遣いにはあまり自信

を持てません。 

いろんな世代の人とお話する機会、テ

レビよりも読書などをする事が必要だ

と思います。 東京都 女性 33 

23 

低下していると思います。 

でも、私自身もきちんとした国語力をも

っているとは 

思いません。 

大人がしっかり学ばなければ、子供た

ちのコミュニケーション力は 

低下するばかりだと思います。 

日々の会話から養われると思うので。 茨城県 女性 34 
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24 

・思います。 

・自分の子どもと話をしていると 自分

の言いたいことを上手く話すことができ

ないので感じます。 

・小さな頃から よく話をしてきましたし 

聞いてきましたので 会話不足はない

と思います。本を読むことが少なかっ

たのが原因かと考えます。 

・昔は交換日記など書くことで友人とか

かわってきましたが 子どもはメールの

やり取りで 短い会話中心です。 

・親しい人だけでなくいろんな人との会

話からだと思います。 静岡県 女性 43 

25 

低下していると思います。特に先生な

んかも日本語わかってる？って思うこ

ともしばしば・・・・。目上の人もみんな

友達感覚になっているような気がしま

す。 石川県 女性 37 

26 

ずっと以前から低下していると思って

います。 

近所の子供の会話でもそう思います。

今時は、親も言葉がなってない人が多

いので仕方ないのでは？ 

親から直さないと難しいと思います。 

もっといろんな大人とコミュニケーショ

ンをとって、 

読書もさせるべきだと思います。 京都府 男性 39 

27 

子供に限らず全般的に国語力は低下

してきていると思います。私は通訳をし

たり外国の方と接する機会が多いので

すが、そんなときに間違った日本語を

覚えている外国の方が多くて、原因は

ちゃんとした日本語を話し、教えられる

日本人が少ないことのようです。実際

意識して聞いてみると流行語は多いで

すが、ちゃんとした日本語はあまり聞

けませんね。私自身は本を多く読むこ

とで学びました。 岐阜県 女性 34 
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28 

低下していますね。 

甥や姪の会話を聞いていてもそう思い

ます。 

親とは結構コミュニケーションをとって

いるので、 

他の大人との会話も必要なのかな？と

思います。 

核家族化が当たり前なので、お年寄り

との会話を増やすことも大切かと思い

ます。 京都府 女性 36 

29 

低下してるとおもいます。会話していて

ボキャブラリーが少ないから。新聞や

本を読んだりする時間が少なくなった

のかな。分からない言葉を辞書で調べ

たりとか。会話の量も減ったのも原因

かも。字を書くことが減りましたね。や

っぱり会話をしたり本を読んだりして言

葉に関心を持つことですね。 京都府 女性 30 

30 

低下している・・・とも感じますが、それ

は自分自身は年齢を重ね経験を重ね

て、いろいろな表現力を吸収してきた

為かもしれません。自分自身が若いこ

ろの国語力は・・・と考えると大それた

ものではなかったようにも思いますし。 愛媛県 女性 35 

31 

低下していると思います。職場の後輩

や電車内等で耳にする学生の会話で

感じます。原因は、メディア等での乱れ

た言葉遣いの影響だと思います。ある

程度の年齢になるとメールでのやりと

りが多くなり、素直に言葉を素直に伝

えられる反面、相手の表情などをリア

ルに感じながらコミニュケーションを取

る機会が激減していると思います。コミ

ニュケーション力は、実際に人と接す

る事で養われていくと思います。 千葉県 女性 36 

32 

たしかに低下していると思います。 

私は家での会話不足かなと反省して

います。 
広島県 女性 46 
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33 

低下していると思います。 

集団の中で、一人遊びをしている時期

がありました。 

子供は友達と多く関わり育ち合う事で

人間として正しく成長するそうで、大人

からの一方的な学びでは人間関係は

学べないそうなので、人付き合い避け

ていた私自身が変わらなければと思い

ました。 

まず親が子供の話しを徹底的に聞く事

を前提に友達の習い事の合間を縫っ

て、降園後どんどん来てもらって遊ん

でもらっています。 愛知県 女性 37 

34 

かなり低下していると思います。 

孫やその友達との会話で思います。 

やはり、読書をしない、親との会話が

少ないなどが原因だと思います。 

コミュニケーション力は、多くの大人と

の会話で培われていくと思います。 京都府 女性 64 

35 

低下していると思います。 

映像メディアがかなり多くなっているの

で、考えなくても情報が入ってきてしま

う。そしてパソコンの普及で声に出して

「会話」することが減ってきている。など

が要因かと思います。 

ただ、逆に外国の文化や言葉もたくさ

ん入ってきているので、国語力でない

部分の語学力はあがってきているとは

思うのですが。 東京都 女性 40 

36 

低下していると思います。共働きで核

家族世帯が多く、小さな子を見ると保

育所に預けられ外の世界との関わりも

少なく、家庭ではばたばたとして会話

があるとは思えず、学校に行っても、

子供同士の会話は中高生の流行をま

ねしたような単語ひとつで会話が成り

立つ状況なので、家庭でのしつけが行

き届かない限りは敬語もわからないま

まの状態です。 福岡県 女性 43 
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37 

思います。挨拶がろくにできないし、 

短くした言葉を使ってるのを聞くと思い

ます。 

普通に会話していても思います。表現

力も乏しいし。 

養うには、大人との会話を増やしたり、

読書をすることが必要だと思います。 京都府 女性 37 

38 

低下していると思います。子供ばかり

でなく、大人も含めて。 

言葉の数がどんどん減っていると思い

ます。何でも「かわいい」の一言で済ま

せてしまったり。メールなどでも、顔文

字を使うことで、表現力の不足を補っ

たりしているように感じます。 

日本語にはきれいな言葉がたくさんあ

るのに、もったいないことです。尊敬

語、謙譲語、など使う人も減ってきてい

ると思います。 奈良県 女性 40 

39 

低下していると思います。 

テレビやげーむの普及と家庭での家

族とのコミニュケーションの希薄さが 

影響していると思います。 

最近はメールも普及して、ますます低

下していくのではないでしょうか。 大分県 男性 30 

40 

子供たちの会話を聞いていると低下し

ているなって思います。昔のように、近

所の人ととか多くの人たちと話をする、

という機会が減っているのではないで

しょうか。 大阪府 男性 56 

41 

コミュニケーション力が低下しているよ

うに思います。 

お友達と遊んでいて、喧嘩になった時

の解決策を自分で考えることが出来な

いように思います。その原因は、少子

化にあると思います。兄弟がいなくて

家の中で兄弟喧嘩をする機会がない

のが原因と考えます。コミュニケーショ

ン力はとにかくお友達といっぱい遊ん

で実体験して覚えるのが一番だと思い

ます。 静岡県 女性 32 
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42 

特別低下しているとは思いませんが、

ゆとり教育のひずみで、知識の不足が

あるのかもしれません。 

しかし、日本の文化や、生活に関して

の歴史などは、知識が不足しているの

かな、と感じる場面もあります。 

それは大人にも言えることですが、こと

わざなどを間違って理解していたりと

いうことです。 

コミュニケーションの力は、自分で発言

する機会から培われると思います。 大分県 女性 42 

43 

低下していると思いますね。会話をし

ていても何を話したいのか分からなか

ったりします。作文などを書かなくなっ

たこと、メールや絵文字などで気持ち

を伝えることが増えて、自分の言葉を

つかわなくなっていっていることが原因

かなって思います。 大阪府 女性 23 

44 

思います。挨拶がきちんと出来ない子

が多いし、友達同士集まっても会話ど

ころか黙ってゲームばかりしていると

いう話もよく聞きます。ゲームやインタ

ーネットの普及で読書をしなくなり、語

彙を増やしたり、文脈を正しく理解した

り、行間を読み取る感性や想像力をつ

ける機会をなくしているのは残念なこと

です。自分の頭で考えるより先に答え

が出てくるツールを自由に使える時代

の弊害かなと感じます。 兵庫県 女性 42 

45 

低下していると感じます。 

先日中二の娘のテスト答案が戻ってき

て驚きました。 

「私は・・」を「私ゎ・・」と書いているにも

関わらず 

採点は○。。。 

いくら時代の流れとは言え、先行きが

不安です。 大阪府 女性 39 

46 

思います。電車内での会話を聞いてい

ても言葉遣いとかが変な人たちがいる

からです。様々な人と話をして情報を

やり取りすることで能力が養われると

思います。また、手紙のように長い文

章を書くことも必要だと思います。（メー

ルだと短文だと思うので、、。） 大阪府 女性 30 
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低下していると思います。話の意図が

見えない話し方をする子供が多いから

です。やはり人と話をすることでそうい

う能力がつくと覆います。昔とかわらな

いって思うのはあまりないですね。 大阪府 女性 56 

48 

やや低下していると思います 

（語彙力は確実に貧困になっている）。

知っていて正しい言葉の使い方をしな

い子と 

全く言葉を知らない子との格差も広が

っていると思います。 千葉県 女性 22 

49 

国語力は低下してると思います。 

何に対しても「かわいい」とか「やばい」

とか。語彙力がなくなってる感がありま

す。質問しても面倒くさいと「わかんな

い」でお終い。メールや携帯を各自が

持つようになり、電話の応対の仕方が

一方的だったり、手紙を書くことが少な

くなり、一般的な手紙の作法も知らな

い子が増えてきてると思います。人対

人の人間的な関わりや、いろんな世代

との交流でコミュニケーションで培われ

ると思います。 三重県 女性 30 

50 

低下しているのでは？と思います。 

そもそも若い子達は流行言葉で話しを

するという理由もあると思うのですが、

若い子ばかりではなく流行り言葉が癖

になったまま社会人になった人達の言

葉遣いも変な気がします。 

まあ、大人もら行抜きで話す人が多い

ので、何ともい言えませんが。 茨城県 女性 28 

51 

低下していると思います。 

最近はネットやゲームをする子供が増

え、人とのコミュニケーションが減って

しまっているような気もします。 

コミュニケーションのとり方が分からな

いのではないかと思います。昔と違う

のは言葉使いがおかしくなっている感

じがします。昔と変わらないのはやは

り手紙くらいかなと実感します。 

 

コミュニケーション力はやはり面と向か

っての人との会話が大切だなと思いま

す。 北海道 女性 35 
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低下していると思います。会話をしたと

きのボキャブラリーのなさ、説明が下

手、会話が長くなく、短い言葉のつなぎ

合わせに感じる。原因は、ゲームなど

言葉が不要な遊びが蔓延していること

が大きく関係していると思う。今後、学

校や家庭で積極的にディスカッション

の場を設けることで、明るい兆しが期

待できるのでは？ 埼玉県 女性 37 

53 

会話をしていても主語がなく単語ばか

りで話をするので、何のことを言ってい

るのか分からないことがよくあるのでそ

ういう時、国語力が低下しているなと感

じます。コミュニケーションは人との会

話によって培われると思います。 石川県 女性 46 

54 

低下していると思います。全ての人が

ではないですが、やはり高校生くらい

の会話を聞いていると、え？と思うよう

な会話をしている事が結構あります

ね。テレビのアニメの影響も大きいの

かなと思います。 宮城県 女性 33 

55 

私の世代も偉そうなことは言えません

が、語彙力が益々貧困となっており、

表現力は低下していると思います。

（例えば、感動を伝える時に、"スゴイ"

の一言で済ませたり。） 但し、コミュニ

ケーション作法については、"メールを

利用"以外は、昔とあまり変わっていな

いように感じます。コミュニケーション

の力の向上は、"国語の力だけでなく、

様々な経験を通し、他人の痛みを推し

量れる細やかな心を培う"、これに尽き

ると思います。 

神奈川

県 女性 42 

56 

ゆとり教育の影響で国語の能力は低

下していると思います。が、一方で発

表したり表現する機会は昔より多いよ

うに感じるので、表現力は一概に低下

したとは思いません。 

コミュニケーションに関してはメールや

ゲームをツールとした間接的なものに

変わってきたように感じます。 

コミュニケーション能力は慣れもありま

すが、ある程度生まれついての性格が

大きいようにも思います。 兵庫県 女性 44 
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全体的にみると低下していると思いま

す。うまく話し合うことができずにすぐ

手を出してしまう子、黙り込んでしまう

子をみかけます。読書も大事ですが、

アメリカの授業のようにディベイトなど

話し合う場をもうけたり、一人一人発表

する場をもうけることも大切かなと思い

ます 

神奈川

県 女性 48 

58 

低下していると思います。 

子供が何かを表現するときに「すごい」

とか「なんか」とか「へんな」とかそんな

言葉が多いです。 
東京都 女性 39 

59 

国語力は大きく変わってはいないので

はと思います。 

確かに職場の後輩の中には、使うべき

所で敬語も使えない若いコはいます。 

昔からこれほど人数はいなかったとは

思いますが、かといってコミュニケーシ

ョン能力が低下とは一概に言えませ

ん。 

語彙は減ってるかも… 

 

自分が英語等を教えている子達も、メ

ール等はしっかり出来ているのは今ど

きと感じます。 

 

コミュニケーション能力は実際、経験で

培われていくと思います。 東京都 女性 42 

60 

低下していると思います。自分の気持

ちを言葉で表現するのが、下手になっ

ていると思います。テレビでインタビュ

ーに答えているところなど見てよくそう

思います。原因はまず育つ環境で人

間関係が希薄なのではと思います。子

供は人との関係を求めていても、そう

いう環境にないのではと思います。私

は積極的に子供を人の集まるところへ

連れて行くようにしています。 宮崎県 女性 30 
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低下してると思います。 

最近はオリンピックでも選手インタビュ

ーを見て思いました。若手の兄弟ボク

サーもそうです。技量で不作法を咎め

られない人たちがメディアに出過ぎて

るのが一因。その不作法が許されてる

とマネするんでしょうね。 

対応はテレビに出るスポーツ選手が模

範となれるよう話す事が大事かと。現

代社会はテレビの力が大きいですか

ら。 

コミュニケーション能力向上は食事中

はテレビを消せば良いかと。 

  滋賀県 女性 35 

62 

低下していると思います。 

周りの子を見ていても年上の人に対し

て敬語で話して 

いう子はみたこともないし、言葉使いも

悪かったりして 

今風と言う気がします。 

昔はよく人と接することが多かったけど

今の時代、ゲームやパソコン 

などで人とのコミュニケーションがとれ

ないからかなと思ってます。 静岡県 女性 35 

63 

低下していると思います。親が先回り

して子供の言いたいことをちゃんと言

わせてないのもひとつの原因だと思い

ます。あと読書をしないのも国語力が

落ちている理由かな。 福岡県 女性 41 

64 

低下していると思います。子供同士の

会話でテレビで流行っている言葉を使

ったり乱暴な言葉を使っているのを聞

いたとき感じます。原因はよくわかりま

せんがテレビの影響だったり、乱暴な

言葉を使ったり正しい言葉を使えない

大人が増えた事かもしれないと思いま

す。 岡山県 女性 42 
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低下していると思います。 

仕事で中学生と接していますが、うまく

自分を表現できない 

ような気がします。 

また言葉遣いも年上の人に話す時も

友達のような感覚で 

「ちょー」とか「うざい」というような言葉

を平気で使用 

しています。 

注意する人が周りにいれば、多少は改

善されると思います。 東京都 女性 29 

66 

低下していると思います。ボキャブラリ

ーが貧困な感じが 

しますし、やたらと語尾を上げたりする

話し方を目上の人 

にもしていたりするのが目につきます。

最近の子供は色々 

な人とかかわることが安全の問題上少

なくなり、それが 

コミュニケーション力の低下につながっ

ていると思います。 静岡県 女性 36 

67 

低下していると思います。昔はたくさん

の子供達が集まって遊んだりお喋りし

たり会話によって自然とコミュニケーシ

ョンが取れていたと思いますが、現在

は核家族方が多く家で兄弟 or 一人っ

子で遊び、テレビ・ゲーム等したりでコ

ミュニケーションがぐっと少なくなってる

と思います。メールなど大人も子供も

流行ってますが、あまり思わしくなく何

だか冷たい感じします。コミュニケーシ

ョンはいろんな人との付き合いが大事

だと思います。 熊本県 女性 33 

68 

特段、思いません。たしかに、世代に

よって、会話（言葉遣い）、手紙、メー

ルなど子どものコミュニケーションで使

われている文法や用語は、大人とは違

っていると思います。その点はテレビで

特集されているぐらいだと思います。た

だ、それは、低下ではなく新たな文化

の創造だと思います。コミュニケーショ

ン能力は、コミュニケーションを実際に

取ることで養われると思います。 静岡県 男性 27 
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低下していると思います。自分の考え

ていることをうまく伝えられないとかん

しゃくを起こす、など”今”教えなければ

ならないと思います。日ごろ、子どもの

疑問を聞いてやって、考えも聞いてみ

るなど、思っていることを人に伝える練

習をしています。まだ小学生なのでメ

ールなどもしていませんが、いずれは

触れるもの。今からいい面悪い面を話

していきたいです。 

神奈川

県 女性 40 

70 

低下していると思います。先日お習字

の体験に行きましたが、小学生の子供

たちの先生に対する言葉遣いがタメ口

で、ここに自分の子供は習いに行かせ

られないと思いました。丁寧語、尊敬

語等の使い分けを本や学校で学ぶ場

が減っていて、注意する人がいないの

が原因だと思います。 奈良県 女性 38 

71 

・低下していると思います。（子どもば

かりではなく大人もですが） 

・自分の感情や言いたいことを上手に

表現するのが下手だと感じることがあ

ります 

・一番大きいのはテレビの影響だと思

います 

・語彙が乏しい、何でも短くしてしまう 

・人との関係性の中で自然に身につく

ものではないでしょうか 東京都 女性 54 

72 

下がってるとおもう。人の目をみてしゃ

べらない子やはいという返事が言えな

い人がいます。 

基本的に、親がしっかり（普通に）子ど

もたちとしゃべってないんじゃないカナ

ともいます。 

若い子の言葉はそれなりにどの時代も

大人が理解しがたいものはあるので同

じだとおもいます。 

しょうがないと思います。小さいメモな

どのやり取りがメールによって減って

る。 

親が自分も学んでこどもと沢山話しを

する事が大切 兵庫県 女性 33 
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低下していると思います。会話をして

いて、敬語が使えないなど。 

人と直接接する機会が減っているから

だと思います。 

携帯やパソコンなど、直に会わなくても

連絡する手段があるところが変化した

ところだと思います。家族の会話が一

番基本になると思って、家ではできる

だけ顔を見て話すようにしています。  大分県 女性 40 

74 

低下していると思います。何かの説明

を求めた時まとめて自分の意見を言う

事ができなかったり、作文を書かせて

もまったくわけのわからないことをただ

だらだらうつして書いているだけで、文

章にもなっていない。両親が共働きで

子供が家に一人でいる時間が増え、

会話する時間が減っているからだと思

います。 愛知県 女性 36 

75 

低下していると思います。 

言葉遣いは若者言葉が中心で、電車

などでそこはかとなく会話を聞いてい

ると、多くの子がが一様に言葉が汚

い。 

何かを表現するときすぐ「ヤバイ」とか

簡単な言葉で過まそうとして、職場の

若い子も、説明がスムーズでなく、単

語などで話す子がいたりする。 

大人と話す機会が少ないこと、言葉や

敬語を教える大人が少ないことなど要

因だと思います。 北海道 女性 31 

76 

低下していると思います。 

テレビの情報や実際に喋っているのを

横で聞いて感じます。 

その原因は甘やかされて育っているの

で、注意する人も少ないし、読書量も

落ちていると思います。 

ちょっとしたことでも電話やメールを使

うようになったと思います。 

コミュニケーション力は面と向かっての

会話で培われると思います。 大阪府 女性 25 
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思い通りにならないとすぐキレる、自分

の気持をうまく言葉で表現できない子

供が増えてきていると思います。子供

にとってコミュニケーション能力は親の

言動そのものだと思います。親が他人

とどうやって接しているかを見て真似を

し、身についていきますね。 静岡県 女性 34 

78 

低下している。敬語の使い方が一番顕

著。熟語などもわからない子が多いの

で、簡単な言葉に言い換える必要があ

るような現実だ。言葉を略して使うもの

は、もともとの言葉が何なのかわかっ

ていないまま使っているようで、結局言

葉を知らないことに繋がっていると思

う。手紙など文章を書く機会の低下も

漢字を覚えられない原因のように思

う。まずは親子の会話からだと思いま

すが、親もきちんとした日本語を話せ

ないことも多いと思う。 熊本県 女性 28 

79 

はい。職場で新入社員のレベルの低

下が顕著です。わからない場合、他の

子もわからない、みんなと同じと言って

努力していない。ゆとりの教育で授業

時間の短縮。先生の能力低下。 

昔と違うのは携帯電話。小学低学年か

らの使用。昔と変わらないのは、手紙

のやり取り。交換日記。 

地域の交流。 愛知県 女性 38 

80 

低下していると思います。言葉遣いが

悪く、表現力もないと思います。テレビ

やゲーム機で遊ぶ時間が増えて、子

供同士で会話することが減ってきてい

ると思います。 

家庭で団欒の時間を増やして、会話す

ることによりコミュニケーション力は養

われると思います。 愛知県 女性 43 
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低下しているとは思わない。 

昔の各家庭のやり方による自由奔放

な子育てよりも 

それをできる親が減っている部分で 

テキストや講師などプロのサポートで

補う形で 

昔よりも表現力などは伸びている気が

する。 

 

親を友達みたいな感覚で接する家庭

が増えたとは思う。 

親に限らず友達の親も「○○ちゃん」

みたいに呼んでいたり。 

それができるのは、コミュニケーション

力がついているような 

ついていないような・・・。 北海道 女性 27 

82 

・低下していると思います。 

・国語力の低下はニュースで見てそれ

を実感します。原因は本をあまり読ま

なくなったことが考えられます。 

・コミュニケーション作法について、昔と

は違うなと思うところは子どもたちの言

葉遣いで、なんでも言葉を省略したりし

ているところです。 

・コミニュケーション力は、やはりいろん

な人との会話によって養われていくと

思っています 大分県 男性 40 

83 

低下していると思います。 

チャットをしていても、当て字や正しくな

い言い回しをする子供が増えたので。 

原因はやはり、読み書きに取られる時

間の減少でしょう。 

ともあれコミュニケーション力は「他者

と接する」ことによって養われるので、

これほどネットが浸透してきた現在、メ

ール等の媒介によっても養っていくこと

ができるものだと思います。 大阪府 女性 41 

84 

低下していると思います。 

理由として、 

①兄弟がすくないこと 

②近所付き合いがすくなくなったこと 

③子供どうしが公園などで遊ばなくな

ったこと 

神奈川

県 男性 42 
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全体的には低下していると思います。 

一時期よく言われていた「ら抜き」は、

定着している感じがします。 

あと、自分の思っていることを言ってい

るというより、 

こう言って欲しいと相手が思っているだ

ろうということを言っている、 

テレビの影響なのか、形通りのことを

言う子供が多くなっている 

気がします。 

コミュニケーション力は、いろんな人(年

代を含めて)との 

会話の中で得られるのではないでしょ

うか。 福岡県 女性 34 

86 

低下していると思います。敬語の使い

方、聞こえてくる言葉、親の私も間違え

て使っている事もあるので気をつける

事が必要と思います。コミニュケーショ

ン力は人との関わりの中で養われると

思います。 東京都 女性 44 

87 

学習の国語は今も昔も変わらないとお

もいますが、普段の国語能力は低下し

てるとおもいます。 

コミニケーション能力は低下してるとお

もいますよ。仲間だけでしか通じない

言葉で、他の人は？？？っていう感じ

かも。 

コミニケーション力は、いろんな年代の

人とのかかわりによって生まれるとお

もいます。 

神奈川

県 女性 34 

88 

子供が小学生のためか、さほど変わら

ないように思います。 

ただ、私自身身近に敬語をきちんと使

ってる人がいなかったため、低下して

いるとしたら少なくとも 20 年くらい前か

らは低下しているのではないだろうか

と感じます。 

まず敬語を話せる教師、環境は必要

だと思います（基本ができてる上で

TPOの使い分けができると思うので）。

コミュニケーション力はいろいろな年代

の人と話すことによって培われるので

はないでしょうか。 東京都 女性 33 
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低下していると思います。 

テレビに出演している子供を見て感じ

ます。 

原因は読書量の低下が大きな要因だ

と思います。 

仲間内だけで通じる言葉を喜んで使う

子供が増えていると思います。昔はメ

ールがなかったので、今ほどではない

と思います。 

コミュニケーション力は読書と日常の

知的な会話で培われると思います。 大阪府 女性 51 

90 

低下していると思います。学校の宿題

やテストの問題の意味がわからない、

何かの事柄の説明がうまく出来ない

等。原因は読書時間の減少と PCやゲ

ームでの遊びが増えた為の会話不足

だと思います。言葉遣いはきもい、うざ

い等、悪くなっていると思います。小学

生もネットやチャットもする時代、変わ

ったと思います。変わらないのは友達

と交換ノートや手紙のやり取り。コミュ

ニケーション力は読書、人と会話する

事で養われると思います。 福岡県 女性 39 

91 

低下していると思います。こどもたちが

書く作文や読書感想文を読んでいる

と、正しい日本語が使えてなくて驚くこ

とがあります。また、尊敬語や謙譲語

を知らない子どもが増えているようで

す。友達だけでなく、いろいろな年代の

人たちと会話によって、コミュニケーシ

ョン力がつくと思います。 愛知県 女性 40 

92 

子供もそうですが若い子達の言葉使

いが理解できない時があります。 

縮めて言ったりするのでわからない言

葉がたくさんあります。 
大阪府 女性 38 
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93 

低下していると思います。子どもに限ら

ずですが、ボキャブラリーがかなり貧

相です。 

原因は少子化で友達つきあいが少な

く、一緒に遊んでもテレビゲームばかり

だからかと思います。 

作法はよく分かりません。昔と違ってメ

ールが一般化して、顔文字とか使用す

るようになったから、変化はあると思い

ます。 

コミュニケーション力はやはり人付き合

いで培われると思います。 熊本県 女性 35 

94 

低下していると思います。読書量がとく

に少ないと思います。 

TV やパソコン、携帯のメールなので実

際に人と対応している 

ことが少なくなっている。実際に会話す

ることによってコミ 

ュニケーションを学習することが出来る

と思う。 長野県 女性 51 

95 

低下していると思います。子供が、書

いている作文で、おかしい日本語が 

つかわれていたりする。本を読むの

が、少ない。日々、宿題ばかり増え 本

を読もうという時間があまりない。 

コミュ二ケーションは、年齢の違う人と

のかかわりあいの中で、学んでいくも

のだと思う。 愛知県 女性 42 

96 

子どもたちの国語力は低下していると

思います。 

学校での国語の時間がすごく少ない

のが不安です。 

普段テレビとかでよく出てくる単語とか

言い回しは大丈夫だと思いますが、改

まった表現とか、敬語とか、そういう部

分がすごく弱いのではないでしょうか。

子供同士、仲間同士以外のコミュニケ

ーションができるようにしてやらなくて

はいけないと思うけど、どうしたらいい

のかわかりません。 岡山県 女性 44 
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97 

子供はまだ小学生なので、さほど昔と

は変わらない気がしますが、 

先生への敬語をあまり使わなくなって

いる感じはします。 

友達と接するようにしてほしいという先

生側の希望もあるかも知れませんが。

コミュニケーション力は、人との関わり

の中で育まれると思います。 

いろんな人と積極的に関わる機会が

持てたらいいと思います。 福岡県 男性 42 

98 

子供のころは豊かな表現力を持ってい

ても、小学校には入り、友達や周りの

影響をうけ、言葉を省略化したり、低下

してくるような気がします。日常生活の

中で親を中心とした会話が少なくなっ

てきていると思います。小さいころから

の大人の言葉がけが大切になってくる

と思います。 岡山県 女性 40 

99 

へんな日本語を使う子が多いです。 

国語力の低下を感じます。 

大阪府 女性 43 

100 

・低下していると思います。 

・子供に学校の事などの話を聞くとき

や友達同士の会話を聞くと？？と思う

ことが多いです。 

・原因は核家族化、家庭が近所との付

き合いを最低限化などでしょうか。 

・コミュニケーション力は実際にいろん

な年代の人との会話で養われていくと

思います。 千葉県 女性 42 

101 

国語力表現力は低下してますね、 

なんでも省略して、それでまた分かり

合ってるつもりでいるのが 

奇妙です。 

うけを狙って発言して、満足してる 

昔は隣近所の大人との付き合いのな

かから学んだことが多かった 
愛知県 男性 40 
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勉強としての「国語」については、昔も

今もさほど変わらないかと思います。 

コミュニケーション、話し言葉としては、

メールの普及により、より仲間内のみ

でしかわからない言葉によっての、他

の排除化が進んでるかなあって思うこ

とがあります。 

コミュニケーションは何で養われる

か・・・わからないですね。本を読めば

いいって物でもないと思います。 

神奈川

県 女性 40 

103 

先生や親など目上の人に対する言葉

使いを知らない気がしますね 

誰とでも友達感覚の言葉で話していま

す。 原因は分かりませんがゲームや

テレビなど耳から入る言葉をそのまま

使っているのかもしれません。 コミニ

ケーションは人との会話や遊びを通じ

て培われると思います 東京都 女性 39 

104 

やたらと省略したり、独特の言い回しを

したりしているのを聞くと低下している

のかなと思います。 

原因はインターネットでしょうか？サイ

ト特有の言葉などが流行ったりしてい

ます。必要性の感じない小さな文字を

入れたメールの文章を見ると変わった

なぁと思います。 

コミュニケーション能力は実際に人と

話すことで養われると思います。 

神奈川

県 女性 38 

105 

職場に入ってくる若い子の言葉遣いを

聞いて、いわゆる若者言葉を使ってい

るときに思います。でも敬語を使うべき

時は使えているので場面場面で使い

分けていて特に問題ないかなとも思い

ます。自分の子供には本を読み聞か

せて「どう思う？」等と聞くようにしてい

ます。 北海道 女性 36 

 


