
⑤子どもの時間の過ごし方の心配点【問 44】 （302件） 

時間が守れない。勉強、読書時間がない。ゲーム、テレビの時間が多すぎる。 

勉強時間が少ない。外で安全に遊べる施設が少ない。 

スマホ・ゲーム・インターネット等が多すぎる。 

部屋で勉強するので、どのくらい勉強しているのかわからない。でも、テスト前には少しやっているのだ

と思う。 

長子は学習時間が短い 

次子・三子は計画性がない 

次子は勉強時間が少なく、ゲームをいつまでもしていること。 

次子は集中力がなく時間の割に学習の量や質が少ない 

長子は勉強時間が少ない 

iPod、スマホのいじり過ぎ 

iPod等電子機器に依存して離れられないのでカウンセリングをしようと思っているが、どこへ行けばいい

のかわからない 

TV・スマホ・タブレットゲームなどモバイル使用時間がとても多い。 

TVばかりみて勉強に身が入っているのか不安 

TVを見る時間が多すぎる。勉強時間が少ない 

YouTube などで余計な情報を手に入れてしまう 

あまりにものんびりすごしている。 

インターネットがやりすぎる 

インターネットで YouTube の視聴が多く感じる 

インターネットにつながっている時間が家族との会話より長い 

インターネットをはじめると、なかなか終わらなくて、長時間になってしまう 

うまく使えない 

カードゲーム・機械のゲームをやりすぎ。塾以外ではほとんど勉強をしない。体をほとんど動かさず、寝

転がって遊んだりマンガ本を読んだりしている。 

ゲーム（スマホ）が多い。手放せない 

ゲーム（タブレット等）やマンガを読む時間が多い。あと TVも。（液晶画面デバイスに心をもっていか

れてしまう。） 

ゲーム、スマホが多く、勉強時間が少ない 

ゲーム・ネットが多い。 

ゲームをする時間が少し多いと思う 

ゲームをする時間が多いこと 

ゲームをする時間が多くなってしまい勉強時間が少なくなってしまう 

ゲームしだすと会話がなくなる。話し出すとゲームの説明ばかりで会話にならない。 



ゲームしている時間が長い。 

ゲームとスマホいじりが激しい 

ゲームに集中 

ゲームに夢中になってしまう。勉強も一緒に何とかさせる。 

ゲームの時間が多い 

ゲームの時間が長い 

ゲームの時間が長い（YouTube などの動画を含む） 

ゲームの時間が長い。 

ゲームの時間が長く、やめられない。 

ゲームばかりやっている 

ゲームばかりやっている。休日の朝はなかなか起きない 

ゲームは週 3回、1時間だけの約束を守っているか 

勉強時間の確保 

ゲームは声をかけないといつまでもやることもある 

ゲームやインターネットの時間が多いと思う 

ゲームやスマホを使用する時間が多い 

ゲームやテレビの時間が多いと思う 

勉強時間は本当に少ない 

ゲームをしている時間が多い。外で子供だけで遊ばせられない。（危険な人間が増加している為） 

ゲームをし過ぎ 

ゲームをやっている時間が多い 

ゲーム時間が多い 

スポーツをやらせたい。 

スマートフォンに依存している 

スマホ、ゲームが多い 

スマホ、ゲームの時間が多いと思います 

スマホ、ゲーム時間が長い 

スマホのゲームばかりしている 

スマホの使用時間 

スマホの使用時間が長い。 

スマホの時間 

スマホばかりをいじっていて勉強をしない 

スマホやタブレットばかりいじっていて、勉強時間が短い。 

スマホをいじっている時間が多すぎる事 

スマホをする時間が長すぎると感じます 



スマホを見ている時間が長い。勉強中、集中力がない。 

スマホを使いすぎ。時間を決めても守らない。 

タブレット PCに依存している。食事中にも手放さない。動画サイトを熱心に見ている。 

だらだらすごし、時間をムダに使う。見通しがもてない。 

だらだら勉強。ごろごろしている。ゲームのやりすぎ 

テレビの時間が多く、読書がないこと 

テレビばかり見ている 

テレビばっかりみている。時間を守らない。 

テレビを見ながらの勉強で困っている 

テレビを見る時間が多いと思う 

ながらスマホ、ながら勉強が多い（テレビ見ながら・・・）など 

ながら勉強をしていること。 

マイペースすぎて、ムダな時間を過ごしている事が多い。 

まったく勉強しない。していると思っていても寝ていたりする。 

まったく勉強をせず、朝方までゲームをしている（平日 2～3時、休みの前日 5時ごろまで） 

次の日が休みだと午後まで寝ている。注意するが逆切れする。 

メディアにふれている時間が多い。 

メディア依存的 

もう少し宿題を早くやってほしい 

やることが多すぎて、自由時間がないと思う。（学校や塾の宿題、部活） 

以前より家庭勉強の時間が減った。担任が代わり自学の宿題がなくなり、まったく自学をしなくなった。 

違う町の小学校に通っているので、車の送り迎えで友達と遊べない 

1人で過ごすことが多い。 

運動が足りていない 

運動が特に得意ではないからか、体を動かすことはあまりない。 

運動の時間と外で遊ぶ時間がほとんどないです。 

運動時間が少ない 

運動時間が少ないと思う 

下の子供は友達付き合いがなく外で遊ぶことがない 

何度言っても勉強をしない 

夏場など、食事を早々にして外遊びをする。（朝から晩まで） 

家での勉強時間が足りない（習慣が身につかない） 

家の手伝いをしてほしい（受験生という名のもとすべて手伝いません） 

家の中にこもってしまいがち 

家族の姿が見えないとゲームにはしる 



外で遊ぶことがほとんどない。 

外で遊ぶ時間が少なく家の中にばかりいる 

外に出て遊ぶことを面倒くさがる 

外へ出ない 

学校についていけない分、塾等へ通わせたいのが、そんな余裕のある金銭状況ではない・・・ 

学校の宿題が多すぎてほかの時間が足りない 

学習の時間が少なく、スマホばっかり見ている気がする。 

学習時間は少ないと思う 

学童クラブに入っている時以外は、兄弟ばかりで遊んでいるので、ケンカが多く仲裁に入るのが疲れる。 

学童以外で友だちと遊ぶ機会が、ほとんどないこと 

逆に休日の宿題が変わらず多い。平日の宿題だけでもいっぱいいっぱいで「子供の自由が束縛されている」

ことです。 

休みの日は、塾などがないとほとんど友人と会っている事が多い。 

家にいるときはほとんど自分の部屋に過ごすことが多く、ラインをしている時間が多い。 

友達と情報を共有していないと仲間外れにされると言う。「何もわかってくれない」と泣くことなど多々

ある。 

休日の運動時間が少ない 

休日の勉強時間が少ないと思う。 

近くに子供がいないため、友人と遊ぶことはありません。冬は積雪が多すぎるため、外にも出られません。

運動不足が心配です。 

近所に子どもがいないので交友関係 

近所に同い年の友達がいないので、ほとんど家族と過ごしている為、わがままなところがある。 

兄弟姉妹はいないし、近所にも友達もいないので、友達関係を作るのが難しいようです。 

携帯でのラインや音楽・動画が多い 

高 2の冬より受験アプリを使うとのことでスマホを預けたが、どうもそれは使っていないでゲームをして

いた様子。ある程度本人に任せていたが・・・。時代の流れかもしれないが、スマホが人をダメにしてい

っている根源だと私は個人的に感じています。 

高校生にしては学習時間が短すぎる 

子どもだけでいることがあるので。食事や過ごし方をきちんとしているか 

子供たちだけで歩いて行ける範囲に広場がないので、集まって遊ぶことが少ない。 

野球やサッカーなどをする機会が少なく、体力や動くモノをとらえる能力が弱い 

時間があるとゲームばかり 

時間の使い方を知らない 

時間ばかりかかって集中できていない 

次男の家族との会話が少ないこと。 



自学が足りない 

自宅での勉強時間が少ないと思う 

習い事がある曜日は帰宅が遅いので睡眠時間が短くなる。 

宿題、勉強も大変そう 

集中して勉強が出来ない。テレビの時間が気になる。 

集中力がない 

宿題だけ。 

宿題に追われ睡眠時間が削られる。 

スポ小もやっているため。 

宿題のみで終わらせてしまう時が多く、もう少し計画的に勉強をできるようにしたいと思う。 

宿題の時間が長くやるだけで集中していない感じ 

宿題以外の勉強を全くしないこと。勉強が嫌いすぎる。 

塾と宿題以外はやらない。スマホの時間が長い 

上の子の勉強時間が足りない 

上の子は一人でいることが好み 

友達と過ごすことが全くないこと 

上の子は勉強時間が少ないと思う 

常に iPodでゲームをやったりしている。 

寝過ぎ。 

寝不足 

生活環境を整える時間、勉強時間を取らない 

体を動かす時間が少ないと思っている 

長女のスマホ利用時間の長さ 

長女の学習時間が少ない気がする。 

長男のほうは一人でいることが多い 

読書が少ない 

読書の時間が多く視力が低下したことがありもっと外に出て運動してほしい 

読書の時間が無いこと 

不登校により、勉強自体が嫌になっている 

部屋（自室）にひとりで閉じこもっている時間が長い。 

部活がメインで勉強は後回し。疲れがとれないようだ。 

部活で帰りが遅いので勉強（宿題）が精一杯 

聞いたら何かしてくれますか 

平日のゲームの時間が多い。自分から止めない。近くに友達がいないのでゲームだけになってしまう 

平日も休日も部活やスポ小の時間が多く勉強の時間が取れない 



勉強時間が少なく、ゲーム・インターネットなどの動画ばかり見ている。 

勉強、読書が少ない 

勉強・運動の時間が少ない。 

勉強が少ない。 

勉強が足りてない 

勉強が足りない 

勉強が沢山ありすぎる 

勉強しているのか、ゲームをしているのか分からない時がある 

勉強しない。あと新聞や読書の時間というか、読む気がない 

勉強しない。ゲームばかりしている。 

勉強する環境を整えているが、時間が少ないと感じる。 

勉強テスト間近にならないとやらない。長女はパソコンで課題の時はやりますが次女は・・あと二人はそ

れぞれ 

勉強をしてくれない 

勉強をしても集中しない。 

勉強をしない、ゲームばかりで困る。 

勉強をしない。 

勉強をだらだらやっていて、身についているのか 

勉強を見てやる時間が無い。仕事終わりが毎日 20時過ぎるため 

勉強時間、運動が少ない 

勉強時間がだいぶ少ないと思う。ゲームばかりしている。 

勉強時間がなく、ゲームやインターネットにかかわっている時間が多い 

勉強時間が少し足りない。テレビを見ていることが多い。（休日） 

勉強時間が少ない 

勉強時間が少ない。ゲームの時間が多いと思う 

勉強時間が少ない。自分の部屋からあまり出てこない 

勉強時間が少ない。本をあまり読まない 

勉強時間が少ない。 

勉強時間が少ない。ゲーム、ネットばかりしている。 

勉強時間が少ない。ゲームに夢中になると、なかなかやめられない。 

勉強時間が少ない。ゲームばかりしている。 

勉強時間が少ないと思います 

勉強時間が少ないと思う 

勉強時間が少ないと思う。ひとりで何をしているか心配 

勉強時間が少ないと思う。 



勉強時間が少ないと思う。ゲームばかりする 

勉強時間が少ないと思う。手伝いをしない。 

勉強時間が少ないと思う。勉強の大切さを理解してくれない 

勉強時間が少なすぎる 

勉強時間にばらつきがある 

勉強時間は少ないと思う。 

勉強時間や読書の時間が少ないと思う 

勉強時間少ない 

運動の時間少ない。2人で家の中で遊ぶのが多い 

目を離すと、すぐにテレビやスマホを使用したがる 

夜更かし。勉強時間が少ない。 

野菜嫌いと集中力が続かないことが心配 

友人とかかわる時間がない（持たない） 

友人との付き合いが少ない 

友人と遊ばないのか、スポーツしないのか 

友達が近くにいないので友達と遊ぶことがない 

友達と休日に遊ぶことが少ないこと。 

友達と遊びたくても近くにいない 

友達と遊ぶのがめったになく、母と二人でいる時間が多い。 

友達と遊ぶ約束をしたらいいのに… 

遊ぶところや遊ぶ物事が少ない 

勉強している時間よりメディアの時間が多い。 

集中できない 

勉強時間が少ないが、部活動の休みがない 

いろいろなメディアに触れているほうが多く、勉強が短い 

勉強しないでスマホばかり 

読書をすることがほとんどない 

睡眠不足 

スマホを使い時間をつぶすことが多い 

スマホなどの時間が多い 

読書の時間を増やしたい 

勉強時間が少ないと思う。毎日がつまらなそう 

冬期中は家に居がち 

通学や部活動で疲れ、勉強時間が確保できない 

3DSやテレビ（DVD)を見る時間が多い。 



自由に友人宅に遊びに行けない（遠いため） 

通学時間の過ごし方 

時間の使い方が下手。昼間に学校の宿題をすれば良いのに昼間は遊んでしまい、わざわざ夜に宿題や勉強

をしている。 

大学へ行くのに勉強をしないで携帯ばかりいじっているのでその時間を少しでも勉強の時間にしてほし

い。 

勉強に向かう時間がまるでない 

勉強と遊びのメリハリが心配 

近所に友達がいないので、友達と遊ぶ事ができない。 

ゲームばかりで勉強時間が少ない。 

スマホ・ゲームの時間が長い 

音楽プレイヤーを頻繁に使用していること 

パソコンやスマホばかりやっている。 

勉強時間が少ないと思う。勉強に関心がない。音楽を聴きながら勉強する。運動が少ない。 

ながら勉強（テレビを見ながら宿題をやる） 

勉強を始めるまでが長い。時間の使い方ができていない。やるべき事を終わらせてからという事ができな

い。 

自由時間が多い。 

1人の時間が多い。読書やスマホが多い。 

ダラダラすごす事がよくある。 

親（おとな）がいないと、インターネット等を使い放題している。 

休息の時間が少ないと思う 

スマホ・インターネットで過ごすことが多い。 

勉強と読書と運動時間が少ないと思う。 

上の子が勉強しない。下の子はゲームしてばかり、とりあげて本を読んだり、どこか公園に連れていった

りするが、帰るとまたゲーム。 

勉強時間、手伝いが少ない。親子の会話やコミュニケーションが、仕事が遅い為、時間に追われあまり出

来ない。 

もっと体を動かす遊びをしてほしい。 

3人中 1人はネットゲーム中毒（FPS）3人中 2人が全く学習しない。 

体を動かす時間が少ない。 

自主学習時間が少ない。 

勉強時間が少ない。近所の友達と外遊びする機会がない。 

もっと読書やスポーツをしたほうが良いような・・・ 

勉強の時間、読書の時価が少ないと思う 



勉強時間は十分だが集中力がない 

ゲーム・動画を見ることが多い 

勉強（宿題）に集中して取り組むことができない 

テレビを見る時間が長い 

ゲームをしたりネットを見たりする時間が多い。 

インターネットを短い時間だがちょこちょこ見ずにいられない様子が見られ始めた 

テレビを見過ぎる 

勉強のやり方が出来ない 

スマホ・ゲームのやりすぎ 

勉強の仕方が分からない。苦手科目はやらない 

習い事、勉強で寝る時間が遅くなること 

ゲーム、まんが。テレビがほとんど 

あまり勉強をしようとしない 

復習してほしいが全然しない 

スマホの使用時間が長い、トラブルが怖い 

学校での成績が悪いのに勉強時間が少なすぎる 

帰宅後、やることが多いので就寝時間が遅くなりがち 

近くに公園がなく、また遊ぶ子ども自体が少ない。さらに、子どもだけで遊ばせられない。（不審者の存

在で送迎が必要） 

昼夜逆転 

TV、スマホは集中するが、勉強、運動にかける時間が少ない 

 


