
２０１１年度冬休み 

 

ノーテレビ・ノーゲームチャレンジ

体験感想集 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

美浦村教育委員会 



 

- 2 - 
 

『チャレンジメニュー』 
 
① 食事中は、毎日、テレビを消す。 

② 毎週、一日は、テレビを見ない日を決めて、ノーテレビで過ごす。 

③ 毎週、一日は、ゲームをしない日にして、ゲームをしないで過ごす。 

④ 毎日、時間を決めてテレビを見る。（一日○時間というように） 
⑤ 毎日、時間を決めてゲームをする。（一日○時間というように） 

⑥ 土曜日や日曜日など、学校が休みの日も、できるだけテレビやゲームをしないよ 

うにして過ごす。（学校が休みの日でも一日２時間にするとか） 

⑦ その他 

 

 
 

 

 

 

宣 言 集 
 
① 木原保育所  「テレビを消して楽しい食事，家族の心つなぎます。」 

    
② 大谷保育所  「テレビをみるより，家族の会話を楽しみます。」 

    
③ 美浦幼稚園  「テレビ消し，親子の会話を増やします。」 

    
④ 木原小学校  「本が大好き「木原っ子」，家族との絆を大事にする「木原っ子」，

     ノーテレビを週１回行います。」 

    
⑤ 安中小学校  「勉強する時は，テレビを消します。」 

    
⑥ 大谷小学校  「ショー（消・少）テレビ，ショー（省・少）ゲームで，生活のリ

ズムをつくり，社会力を育みます。」 

    
⑦ 美浦中学校  「ノーテレビ・ノーゲームにチャレンジする生徒・最低 60％を目標

にします。」 
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「ノーテレビ・ノーゲーム」へのチャレンジ（取り組み） 

体験感想集（2011 年冬休み版）のまとめに際して 

 
美浦村教育長 門脇厚司 

 
 美浦村では、昨年 4 月から、村あげて、「ノーテレビ・ノーゲーム運動」を始めま

したが、ちょうど 1 年経ちました。 

昨年まとめた「夏休み中のチャレンジ」体験感想集にも書いたことですが、美浦

村で始めたノーテレビ・ノーゲーム運動は、「ノー」テレビ、「ノー」ゲームと言っ

ていますが、「テレビを見てはいけない！」とか、「ゲームは絶対するな！」と言っ

ているのではありません。そうではなくて、家でテレビを見たり、ゲームをする時

間をできるだけ減らして、その分、家族どうしで話す時間を増やしたり、家族ぐる

みで地域の行事などに参加したり、本をたくさん読んだり、しっかり勉強したり、

お母さんのお手伝いをしたり、友だちと外で遊んだりする時間に使ってほしいと期

待して始めたことです。そうなれば、美浦村の子どもたちの社会力が豊かになるは

ずですし、学校の成績もぐんとよくなると考えているからです。 

 そこで、早速、去年の夏休みに、保育所から中学校まで、村の子どもたち全員に

「ノーテレビ・ノーゲーム」を試しにやってもらうことにし、チャレンジ・シート

を配り記録してもらいました。その記録は体験感想集として冊子にしました。最初

の試み（チャレンジ）でしたが、チャレンジした子どもたちは予想以上に多く、全

体では６割くらいの子どもたちが挑戦してくれました。大変嬉しいことでした。 

 2 回目は正月休みにチャレンジしてもらいました。そうしたら、小学校と中学校の

平均が何と９割（89.9％）になりました。予想をはるかに超える結果です。それだ

け、学校の先生はじめ、賛成してくれたお父さんやお母さんが多かったということ

です。これまた嬉しいことです。今度も保育所、幼稚園、小学校、中学校ごとにま

とめましたが、それに加えて、昨年ジュニア・アカデミーに参加した小学 5 年生と 6

年生に書いてもらった体験作文もそのまま載せました。是非読んでほしいと思いま

す。どの子も、どこの家でも、やればできることが分かると思います。 

 ノーテレビ・ノーゲーム運動は村や教育委員会で「やりなさい！」と強制してい

るわけではありませんので誤解のないようにしてほしいと思います。「やればこんな

いいことがありますよ」と勧めているのです。では、ノーテレビでも、ノーゲーム

でもやればどんないいことがあるのか。いいことはこの感想集にたくさん載ってい

ますので、ぜひ読んで下さい。そして、そんなにいいことがあるのなら、家でもや

ろうと始めてくれる家や子どもがさらに増えることを願っています。 

 
             ２０１２年４月 
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Ｎｏ. 感      想 

1 

今回は年末年始という事もあり、なかなか食事以外にテレビを見ないという事ができま

せんでした。食事の時にテレビを見ないという習慣はずっとやっています。（2 歳から）

逆にテレビがついていると全く食事に集中できないという現象があります。テレビはと

ても勉強になる時もありますが、時間ばかりが過ぎてしまう傾向がありますね。テレビ

を見ないと時間を有効に使えますね。 

2 

今までは食事の時にテレビをつけていましたが、食事がなかなか進まず、時間がかかっ

ていたのですが、テレビを消すようになり食事の量も増えて集中して食べられるように

なり良かったと思います。 

3 
ノーテレビ・ノーゲームだと母さんのおしりにくっついてくる。姉、妹と遊ぶ時間が増

える。（ケンカもふえる。部屋も散らかる。）お手伝いをよくしてくれるようになる。 

4 
ＴＶがついていると見てしまうので、消してしまうのが有効的。食事時は食べこぼしも

減るので消した方がよい。 

5 

我が家にはテレビもゲームもありません。必要時祖母宅で見る程度なのでこれ以上制限

する予定はありません。テレビがなくても、子供達で遊びを考え楽しんでいる様子がう

かがえます。引き続き家族全員でノーテレビ・ノーゲームに取り組んでいきたいと考え

ています。 

6 

このチャレンジを始めるまでは、食事中テレビはほとんどついている日が多かったです。

息子は食べる事が大好きなので、テレビがついていても食べる事にだいたい集中してい

ますが、今回のチャレンジは親にとって良い影響となりました。子供の顔を見ながら食

事ができる事、会話が増えた事。これからも食事中のテレビは消すようにしたいと思い

ます。これからの息子にとっても良い影響になる気がします。 

7 

うちの場合は、おじいちゃん、おばあちゃんなど親以外で子供の相手をしてあげること

のできる人とは同居していないので、テレビ・ゲームは、親がかまってあげられない時

には自分からつけてしまっている。良くない習慣だと思うし、「視力も低下してしまうの

では？」と心配にもなっていた。他とのコミュニケーションも広がるので、これを機会

に改めていけたらと思う。 

8 

寒くても外で遊びたがる事が多く、（元々外遊びが好きだが）休みの日中はほとんど外に

居る事が多くなった。また、年末は大掃除などをしていたため、自分からよく手伝うよ

うになった。他の人がつけたＴＶもこまめに消したり、父親にもＴＶばかり見ないよう

に注意するようになった。今の時代、親がＴＶを見たりＰＣを使ったりと外で活動する

事が少なくなっているため、子供達までその影響を受けているのではと感じる事が多い

です。幼児は特にノーテレビ・ノーゲームでも平気なように思います。大人の方こそノ

ーテレビ・ノーゲーム・ノーＰＣetc をやるべきです。大人たちが子供たちをＴＶっ子、

ゲームっ子にして本来の体力・学力を奪ってしまっているのが現実です。 
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Ｎｏ. 感      想 

9 

まだゲームはさせた事がないので、ゲームはしたがりませんでした。ＴＶはＤＶＤを見

る事が多いですが、ずっと見ているというのはあまりなくて、どちらかというと本人は

ミニカーなどで遊んだり、恐竜などの図鑑を読んでもらったり、絵本を読んでもらった

りするのが好きなようでした。ずっと家の中での遊びが続くと飽きるらしく外に出て遊

びたいようでした。ただ基本的に今の年齢ではずっとテレビを見ているというより、遊

びたいという気持ちがの方が強いのでは？と思います。 

10 

一日テレビを見ないのは、難しかった。クリスマスにたまごっちをプレゼントしてしま

ったので、今まではする事がなかったのでやってしまいました。休み中なので、普段の

日よりテレビの時間が長くなってしまう。生活のリズムが変わるので大変でした。 

11 
おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に昔の遊びをしました。ゲームやテレビ以外でもす

ごい興味をもっていたので、よかったです！！ 

12 
ノーテレビ・ノーゲームをやることによって話をする時間が増えて、コミュニケーショ

ンの時間が多くなった気がします。 

13 
自分から机に向かってお絵描きをしたりしていた。夕飯の時間はテレビを見ながらだと

時間がかかってしまうので、テレビを消して食べるようにチャレンジしてみたいです。

14 
思ったよりもＴＶを見ている時間が少なかった。まだ集中力もないが、他の姉兄が見て

いても、一人で遊んでいるので、まだ基本的に興味がないらしい。このまま継続したい。

15 
ゲームやテレビを見る回数が減り、いろいろ話す機会が増えました。これからも取り組

んでいきたいです。 

16 
おじいちゃん、おばあちゃんと昔の遊びをたくさんしました。一番好きなのは、かるた

みたいです！ 

17 
食事中はテレビを自ら消しにいってくれたりした。テレビをつけなくてもおもちゃやお

ねえちゃんと遊んでいた。 

18 テレビを消していると行動がスムーズになってきました。 
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大谷保育所 
 

 

 

No.19～No.22 

Ｐ 9～Ｐ10 
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Ｎｏ. 感      想 

19 

食事中は、必ずテレビを消すようにしています。会話を増やすようにしています。ゲー

ムは 30 分と決めていますが、夢中になると時間オーバーしていることがあり、親が声を

掛けて終了させることが多いです。テレビを見ない分、妹と遊ぶようになりましたが、

ケンカも多く、その時は気分転換でテレビをつけたりしてしまいます。一日見ない日を

作るようにしていきたいです。 

20 

まだ小さいので、ゲームも終わった後に何か遊ぶ事や出掛けるなどあれば、すぐにやめ

てくれました。ただ、親の方もずっと付いて遊んでいられる訳ではないので、ノーテレ

ビにするのは難しいのではないかと思います。 

21 

テレビを消している時は、携帯型のゲームをしたりして、テレビかゲームのどちらかは、

電源が入っている。平日、保育所から帰ってからは、私が家事をしているので、一緒に

遊ぶことができないので、テレビやＤＶＤを見ていることが多い。ノーゲームの日は、

簡単にできそうだけど、ノーテレビは難しい。ゲームのくくりがどこまでなのか判断に

困りました。 

22 

食事中は必ずテレビを消すようにしています。保育所から戻るとテレビを見るのが習慣

になっているので、なるべく時間を少なくしたいと思います。遊んでいると姉とケンカ

も多いですが、テレビを見ずに兄弟で遊ぶことが増えたようです。 
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美浦幼稚園 
 

 

 

 

No.23～No.106 

Ｐ11～Ｐ18 
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Ｎｏ. 学年 感      想 

23 年小 

夏と違って寒いこともあり、外で遊ぶ回数が減り、家でテレビをつけないよ

う遊ばせるのがとても大変でした。見ない日をつくより、見る時間を決めて

やることが、良いと思った。 

24 年小 
ノーテレビ・ノーゲームをしていると、自分でうまく遊ぶ事を見つけ、お兄

ちゃんと仲良く遊んでいました。 

25 年小 以前ほど「テレビを見たい。」と言わなくなった気がします。 

26 年小 

冬休みは、外出する機会が多かったので、比較的テレビ・ゲームばかりの日

は、少なかったように思います。ゲームだと遊ぶ人数が少人数になりがちで

すが、トランプという新たな遊びを見付けて、皆で遊ぶ楽しさは味わえたよ

うです。 

27 年小 

もともと食事中はテレビを消しているのと、ゲームは与えていません。テレ

ビもゲームも放っておくとやりっぱなしになってしまうので、時間を決める

のは良いと思います。 

28 年小 一緒にいろいろな事をやる時間が増え、会話も増えた。 

29 年小 

親子で意識して取り組まないと思いますが…毎日となると親の方が難しい

と思う事が多々あります。少しずつですが、意識していかなければと思いま

す。 

30 年小 外で遊ぶ機会が多く良かったと思う。 

31 年小 夜早寝出来る気がします。 

32 年小 
自分から食事の時間は消しに行き、他の時間は何で遊ぶか探して時間を過ご

していました。これからも続けていきたいと思います。 

33 年小 

食事の時はテレビを消すという習慣がついてきました。ただ好きな番組があ

ると、なかなか譲らない時があるので、辛抱する事を学ばせるよう努力した

いと思います。 

34 年小 

年末年始は、子供が好きなアニメ番組が少ないので、いつもよりテレビを見

る時間も少なかったように思います。ノーテレビ・ノーゲームの時間は、自

ら遊びを見つけて充実させることが出来ました。 

35 年小 ゲームの時間を決めてから兄妹みんなで守っています。 

36 年小 
自分で何をしようか考え、実行することは大事だと子供なりに色々考えて工

夫して遊んでいました。 

37 年小 

冬休みの取組みは夏に比べると大変でした。どうしても家に居る時間が長く

なりますので、テレビを見てしまうことが多くなります。でも、わが子は、

「テレビを消そうね。」というと自ら進んで消してくれましたので、よく頑

張ったと思います。 
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Ｎｏ. 学年 感      想 

38 年小 
テレビの時間を決めると、あいた時間に本を読んだり、勉強したりする時間

が増えた。 

39 年小 
食事の時にテレビを見ないとダラダラと食べることがありませんでした。 

 

40 年小 

私が妊婦なので、なかなか外遊びに連れて行く事が、出来なく、ついテレビ

に頼りがちになってしまった。ノーテレビをして自分なりに楽しい遊びを考

えたり妹と遊んでいた。 

41 年小 
家族みんなで良い習慣が身について良かったと思います。 

 

42 年小 

見たいテレビがある時は、なかなか食事中にテレビを消すのは難しかったの

ですが、自分から食事中にテレビがついていると「テレビ消して」と言うよ

うになりました。少しずつ意識が出来ているように感じました。 

43 年小 
読書をする事が増えたりして、文字や遊び方やマナーを覚える様になった。

 

44 年小 

忙しい時は、ついついテレビに逃げてしまいがちでしたが、ノーテレビを意

識するようになってからは、意外と子どももご飯の手伝いや掃除の手伝いを

してくれるようになったので、助かっています。子どもとの会話も増えたよ

うな気がします。 

45 年小 

食事中にテレビを消すことにチャレンジしました。ＴＶを消していてもパズ

ルや自転車に乗ったり、本人なりに楽しんでいた。うちは、まだ、ゲームを

させていないので、ゲームなしの生活でも良いと思いました。ＴＶがついて

いても見る時間より外へ遊びに行く方が多かった様に思います。 

46 年小 

家の中にいるとテレビやゲームをしてだらだらしてしまうので、ノーテレ

ビ・ノーゲームをチャレンジして外でたくさん遊ぶようになりました。 

 

47 年小 

子供との会話も増え、ながら食べがないのでとても良いと思いました。なる

べくテレビを見せる時間を少なくしたかったのですが、あまり出来ず、今後、

少しでももっと会話を楽しみたいと思います。 

48 年小 

年末年始に高熱を出し、外出できなかったので、ＴＶやゲームの時間が長く

なりました。極力チャレンジするよう促してはいますが、なかなか難しいで

す。 

49 年小 

年末年始は、家族みんなでテレビを見ることが多く、視聴時間も長くなりま

したが、みんなで見ながら笑ったり、話したりできたのでよかったのではと

思います。テレビやゲームをしていない時は、兄弟でプラレール遊びやカー

ドゲームで遊んでいました。 
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Ｎｏ. 学年 感      想 

50 年小 

ゲームをする時は、30 分で終わりにするようにしました。午前中と午後２回

して１時間の設定にしました。食事中、テレビを消す事は常に行っています

が、夕食時だけは家族でニュース番組を見る者がおり、実践できません。本

人は「消して」と言ってますが、まだ、４歳ですので、正直、このノーテレ

ビ・ノーゲームの取り組みに意義を感じません。親がついているが基本です

から。チャレンジを推奨するのはいいですが、このようなシート記入は、幼

稚園児にはまだ早くないですか？ 

51 年小 

休みなので、どうしてもゲーム、テレビを見る時間が長くなります。休みの

度、記入用紙が来るのですが、とても面倒です。あまり意味もないし、紙が

もったいないので、やめて頂きたいです。 

52 年中 自分で考えて、色々な遊びをするようになったと思います。 

53 年中 

家にいる時はテレビがついてないと落ち着かない感じでしたが、（子供より

大人の方が）テレビを消して過ごしてみると静かで落ち着きました。子供と

の会話やコミュニケーションが増え、皆の笑顔が増えた気がします。大きく

なるにつれゲームを欲しがると思いますが、少しでも遅くあげたいと思いま

した。 

54 年中 

ノーテレビ・ノーゲームにする事で、家族の会話や妹との遊ぶ時間が増えま

した。「ごっこ遊び」など今しかできない遊びがたくさん出来てよかったと

思います。 

55 年中 

以前はテレビを消されると見たい見たいと言っていましたが、このチャレン

ジを始めてからは、消されると違う遊びを見つけ、妹とままごとをしたりし

ていました。又、ごはんだから消しなさい！と言うとちゃんと消していたの

で、習慣づいているのだと思います。変わってきた事は、ラジオを聞く事が

増え、夕食の時、料理している時等、曲を聞きながら過ごしています。なか

なかよいものです。 

56 年中 
家族で遊ぶ時間が増えた。人形ごっこなどで想像力が養われた。（以前より）

時間が増えた。 

57 年中 兄弟と楽しく元気いっぱい遊んでいた。 

58 年中 
掃除機をかけたり、ぞうきんでふき掃除をしたり、自分から進んで手伝いを

してくれました。 

59 年中 
今は、体に良くない等と話すより子供達には『節電しよう』と話したら、す

んなりＴＶ・ゲームが減りました。 

60 年中 
年末・年始、おもしろいＴＶがたくさんあったので、見過ぎてしまいました。

でも、ゲームは、時間を決めて守ることが出来たのでよかったです。 

61 年中 
ご飯の時間になると自分でＴＶを消してくれる様になった。 
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62 年中 
テレビやゲームの時間を少なくするという意識を自分で持つようになるの

は、良い事だと思います。 

63 年中 

年末年始は、子供が好きなアニメ番組もなく、いつもよりテレビを見る時間

は少なかったと思います。ノーテレビ・ノーゲームの時間は、自ら遊びを見

つけて充実させることが出来ました。 

64 年中 

食事の時は、必ずテレビを消して食べるようにしたいです。テレビをつけて

いると、どうしても食事に時間がかかってしまったり、集中できなかったり

……。これからも、ずっと続けていきたいです。 

65 年中 

やろうと思えばできる。家族の協力が必要。夏休みと違い冬休みは、短いし、

イベントづくしなので、ＴＶなしでもいられたが、毎日の普段だとつけてし

まう。 

66 年中 
テレビやゲームが無ければ無いで、自分達姉弟で遊びを考えておままごとを

したり、ブロックで遊んでいました。 

67 年中 
ＴＶを見ないというのは、結構大変ですが、ＴＶの影響は結構大きいので見

ない時は、外で遊んだりと体を動かすことができました。 

68 年中 

少しですが、御飯の時にＴＶを見ないで過ごすと食事に集中できて、会話も

よくする様になったと思います。うちの場合は、まだ毎日チャレンジできな

かったので、少しずつ日にちを増やしていきたいです。 

69 年中 

見たいテレビはどうしても見たいと最近やる時間がわかるようになったの

で、なかなか実行に移せませんが、今日はやるぞ！！と思い、なにか違うこ

とをさせるとそれも楽しくしているので、親のおもいきりも必要だと思いま

した。 

70 年中 食事の時間が早くなり、良く食べている。会話をするようにした。 

71 年中 
いつも見ている時間などあまり気にしないでいますが、少し気にするだけ

で、大分違います。あまり沢山見ないように気をつけたいです。 

72 年中 

時間を決めて、テレビを消すように心掛けたところ、子供も慣れてきて、自

分で何かやる事を見つけて行動するようになりました。“少しでも、心掛け

てＴＶから離れる時間があればいいかなあ”とあまりキツイ制約にせずにい

る方が、親も子も長く続けられる気がしました。親子で取り組む、良いチャ

レンジになりました。 

73 年中 

年末年始は、スペシャル番組等も多くて、どうしても長い時間、テレビを見

る機会が増えてしまいましたが、なるべく録画をしていっぺんに見ないで次

の日に見たりするように工夫しました。サンタさんにゲームをもらったの

で、ゲームの時間も増えてしまいましたが、なるべく毎日やらないように時

間を決めてやらせるようにしました。大人も気をつけないと難しいですね。
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74 年中 
ノーテレビをすることによって、食事中に会話が多くなったり、物事への集

中することが良くなったような気がします。 

75 年中 

我家では、夕食の後、お風呂に入るまでの間の１時間程がゲームの時間なん

ですが、その時間は、父と子の触れ合いの時間でもあるので、ゲームが必ず

しも悪い物とは思いません。父親がテレビっ子でゲーム好きなので、我家か

らＴＶやゲームを排除する事は難しいです。休日の昼間は、公園でサッカー

をしたりもしてくれているので、平日はＴＶ・ゲームで、休日は外遊び。そ

んな感じで親子関係は十分良好に保てているナと感じます。 

76 年長 
テレビやゲーム以外にも楽しい遊びを見付けられる事と会話が増える事が

良かったと思います。 

77 年長 

以前から我が家では、食事の時間にテレビをつけない習慣があります。ただ、

年越や正月など家族でのんびりしている時にテレビがないのは寂しいです。

ゲームについても子どもには一人一台のキッチンタイマーを持たせて「一日

６０分」と自己管理をさせているので、「ゲームをしない」ことには問題は

ありませんが、「その時間に何をするのか」までは管理できません。ただ、

もともとテレビをつけっぱなしにする事の無い我が家では、この冬休みは更

に静かな空間だったのでは？と思います。 

78 年長 
テレビ・ゲームが無くても、字の練習をしたり、あまり使ってなかったおも

ちゃを出して遊んだり、それなりにする事はあるようです。 

79 年長 
休みが長いとだらだらとしてしまい、子供達もやりたい事を好きなだけする

様になるので、きちんと決める事は良い事だと思います。 

80 年長 

テレビを１日見ないのは、ムリですが、ゲームはいくらでも調整できると思

います。これからも「完全ノーゲームの日」を作って続けていこうと思いま

す。 

81 年長 食事の時にテレビを見ないとダラダラと食べることがありませんでした。 

82 年長 

毎回ではないですが、ご飯の時テレビを消して食事をしました。テレビを消

して食べると、食事時間が減り、だらだら食べがなくなりました。その半面、

テレビが見たくて、早めに食事を切り上げてしまい、昼食前に「お腹空いた

～！！」とよく言っています。 

83 年長 
今まで以上に家族の会話が増えた。本読みなどをして何冊か本を買いまし

た。楽しそうに読んでいました。 

84 年長 

もともと食事中はテレビを消していて、ゲームは与えていません。テレビは

つけっぱなしにしてしまうとずっと見てしまうので、時間を決めるのは良い

と思います。 

85 年長 
自分で何をしようか考え実行するということは大事だし、子供なりに色々考

えて工夫して遊んでいました。 
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86 年長 
自分で決めた日は、自分から今日は見ちゃいけないんだと言われて絵を描い

たり、工夫したりしていました。 

87 年長 
食事中にテレビを消したら、子供達から積極的に話してくれて、会話をする

機会が増えた。 

88 年長 

食事の時間が短縮されて助かった。妹と一緒に遊ぶ時間が増えたので良かっ

た。音楽や映像がないので、親がさびしく感じた。情報量が減ってしまった

ので少し不安になった。 

89 年長 

実家のおじいちゃんやおばあちゃんがいるので、ノーテレビ運動ができませ

ん。自宅だとうまくいくかどうか……？自宅でもノーＴＶ・ノーゲームでき

るように努力していきたいと思う。なるべく、ＴＶに頼らず、子供とコミュ

ニケーションをとれるようにしていきたい。 

90 年長 

冬休みの取組みは、夏に比べると大変でした。どうしても家に居る時間が長

くなり、コタツに入ってテレビを見てしまう時間が長かったです。親自身が

もっとたくさん外に出してあげれば良かったのかなと反省しています。 

91 年長 

親が言わなくても食事になると自分でテレビを消す行動がとれる様になり

ました。とても良い事ですが、夏休みや冬休み、幼稚園が休みの日等は、テ

レビやゲームをする時間が多くなります。 

92 年長 

毎日、ピアノの練習を休まずできた事が良かったと思います。外遊びが少な

かったので、もっと外で遊ばせれば良かったと思いました。テレビはなるべ

く見なようにできたと思います。 

93 年長 

自由時間を自分で考えてよく遊べるようになってきました。これからも続け

ていきたいと思いました。 

 

94 年長 

テレビやゲームが無ければ無いで、自分達姉弟で遊びを考えておままごとを

したり、絵を描いたり、ブロックで遊んでいました。外遊びが一番いい感じ

でした。 

95 年長 
ゲームの時間を決め、きちんと守っています。 

 

96 年長 
意識してノーテレビ・ノーゲームにするのは、難しかったです。 

 

97 年長 

時間を決めてテレビを消すように心掛けたところ、子供も慣れてきて、自分

でやる事を見付けて行動するようになりました。あまりキツい制約にせず、

“少しでも…”という感じで取り組んだところ、子供も嫌がりませんでした

ので、長く続けられそうです。これからも、こんな感じで続け、いずれ、自

分で時間を見てテレビ・ゲームを消すという事が出きればいいなあ…と思い

ました。 
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98 年長 

今回もテレビを見ずに集中して食事する事が出来ました。風を引いて自宅で

過ごした日は、ＴＶ時間が増えましたが、元気な時はなるべくＴＶから離れ

て遊ぶ様にしました。 

99 年長 

食事の時間は、自分でテレビを消しに行き、その他の時間は、何で遊ぶか探

して遊ぶようになりました。家族の会話も増え、今後も続けていきたいと思

います。 

100 年長 お風呂掃除を積極的にしてくれるようになった。 

101 年長 
父親がお正月休みの間は、なるべく意識をしてテレビを消してみると親子の

会話がかなりあったと思いました。 

102 年長 

姉の友達と外で遊んだり、すごく健康的に過ごす事が出来ました。宝物のカ

ードを並べ直したり、姉と一緒にバスケをしたり、とにかく、体を動かす機

会が多くなりました。 

103 年長 

ノーテレビは努力できませんでしたが、家にいるとどうしても見てしまうの

で、親の用事でもなるべく外に連れ出した。勉強の時間を決めて、見ない時

間を作った。プレゼントでゲームをもらった時は、続けてやってしまいまし

たが、それ以外は自ら全くやらなかった。 

104 年長 

ゲームがコンパクト化した事もあって、どこでも出来るという感覚からか、

安易に出来てしまう事から、なかなかゲームのコントロールをしてやる事が

出来なかった。 

105 年長 

なるべくゲームやテレビ以外のもので遊べるようにしたいとは思うものの、

祖父母からクリスマスプレゼントで新しいソフトを買ってもらったので、な

かなか我慢ができなかったようです。家族でＷii で遊んだのは親子で楽しい

時間が過ごせたので、テレビゲームではあるものの悪くないように思いまし

た。 

106 年長 

ノーテレビ運動とは言っても、結局、全て親任せなのが非常に残念です。村

では「テレビを見ないで」という以外に具体的に何をしているのでしょう

か？テレビを見せない方が良い事は、十分、分かっていますが、それによっ

て親の負担が増える場合もあるという事を知っていただきたいです。素晴ら

しい運動ですが、まだ、未完成なのでは？ 
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Ｎｏ. 学年 感      想 

107 １年 

児童館に行っているので、帰ってから１時間、食後に１時間～２時間テレビ

を見ています。食後のテレビ時間を減らすことで明日の準備や早寝早起きが

できるようになってきました。 

108 １年 

家族との会話も増えて、勉強にも集中できるようになったと思います。精神

的に影響しているようですので、今後も継続していく事が大切かなと思いま

す。 

109 １年 

殆んどゲームはやりたいとか、ゲームをして一人遊びする事はなくなりまし

た。しかし、親が留守の時はＤＶＤやＴＶを連続して２～３時間見ているそ

うです。 

110 １年 
親が声をかけると頑張れるのだと思いましたが、難しいとも思いました。 

 

111 １年 

勉強の時にテレビを消してラジオに変えたり、トランプやかるたなどをやる

時も出来るだけテレビを消して遊んだりした。まだ、食事の時やテレビを見

ない時間を固定することが出来てはいないが、これから頑張って続けて行こ

うと思う。 

112 １年 勉強中、テレビを消す事で集中力が増したと思います。 

113 １年 

食事の時間には、テレビを消すように心がけています。親子で会話したり、

食べ物（今日のおかずの話）などして過ごしています。ゲームは、やっても

いい時間を決めておかないと子供の生活にメリハリがつかないと感じまし

た。 

114 １年 

ノーテレビで外で遊ぶ事が多くなった。本を読んだり、お絵描きをしたり、

普段しないことをやるようになり、会話も増え、これからもチャレンジをし

てほしい。 

115 １年 

テレビを見ず、ラジオを聞いたりした。テレビ・ゲームをしないでいると兄

弟で遊んだりする時間が増える。その分部屋も散らかる。ケンカも増える。

手伝いを積極的に行ってくれるようになった。 

116 １年 
年末年始は特別番組などでテレビを見る時間が多くなってしまった。ゲーム

については、子供たちも不満なく、短時間で満足している。 

117 １年 テレビを見ない間は、本を読んだり、勉強をするようになった。 

118 １年 
見たいテレビがあると約束が守れないのが残念です。 

 

119 ２年 
見ていないのにテレビがついていたのを感じました。テレビがついていない

と静かな空気の中、家族との話しが弾みました。 

120 ２年 

目標には届かなかったが、自分なりに努力したと思う。こういうチャレンジ

は今後も継続して下さい。 
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121 ２年 

普段、テレビやゲームに費やしていた時間が多かったことを改めて感じまし

た。まだまだ、テレビやゲームの時間が多いようにも思うので、家族で話し

合って改善していこうと思います。 

122 ２年 うるさいくらい元気いっぱい兄弟で遊んでいた。宿題が、はかどった。 

123 ２年 
家族でカードゲーム etc したり、将棋をしたりして、子どもと関わる時間が増

えたと感じます。 

124 ２年 
本を一緒に読んだり、家族３人でウノをしたり、それぞれが別々のことをす

るのではなく、同じことをして楽しむことができて良かったです。 

125 ２年 
子どもは、工夫して時間を使ってテレビ・ゲームの時間を決めて過ごしたと

思います。 

126 ２年 テレビは見たい時に必要なものだけ見る習慣がついてきたようです。 

127 ２年 

ノーテレビ・ノーゲームを完全に出来なくても、時間を意識する事が出来ま

した。ゲームは時間を決めていますが、テレビは親も一緒に見てしまうので

長時間になりがちです。この機会に親も意識する事ができ、読書などをする

ことが出来て良かったと思います。 

128 ２年 
夏休みのときよりもとても意欲的に出来たと思います。ノーゲームは難しい

事ではないようです。 

129 ２年 

ゲームは、冬休み中一回もやりませんでした。テレビは１日５時間くらいは

見ましたが、家族みんなで一緒に見たのでテレビの話題も増えました。ゲー

ムをやらなくても、子供たちは、いろいろ考えて遊んでいました。 

130 ２年 今まで以上に会話が増えた。本などを読み、楽しく過ごしていました。 

131 ２年 

子供まかせでは続けるのが難しいと思います。親子でどのように取り組むか

考えたり話し合うことで、会話の時間も増えました。そして、ゲームばかり

しているとなんとなく他の時間をぼーっと過ごすことが多い気がするので、

やはり、ゲームは毎日時間を決めてやるのが良いと思いました。 

132 ３年 お手伝いをしてくれる時間が増えた。 

133 ３年 
冬休み中は、なるべくゲーム時間を少なくして、宿題を集中していた様に見

えました。 

134 ３年 

勉強をがんばる代わりに 30 分だけゲームをやらせました。時間を自分で管理

させました。それ以外の時間は、本を読んだり、絵を描いたり、お友達に手

紙を書いたりして過ごしている様です。 

135 ３年 

家の場合、家族が多く年齢層が幅広いので、ノーテレビ・ノーゲームといっ

てもチャレンジすることが出来ません。しかし、今までの生活を考えてみれ

ば、平日は学校、帰ってきたら宿題、外遊び、ゲーム、テレビ、土日は、午

前中、少年団参加、帰って来たら、外遊び、ゲーム、テレビと均等にやって

いると思いました。 
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136 ３年 お手伝いの時間を増やしてくれるようになった。 

137 ３年 
ノーテレビ・ノーゲームを意識しているようですが、なかなか実行は難しい

ようです。ルールを決めて実行できるように努力しているところです。 

138 ３年 

ゲームは、冬休み中一回もやりませんでした。テレビは、１日５時間くらい

は見ましたけれど、家族みんなで一緒に見たのでテレビの話題も増えました。

ゲームをやらなくても、子供たちはいろいろ考えて遊んでいました。 

139 ３年 

習い事に集中する事ができた。試合に出させてもらったりした為、習い事の

ほうの決まった時間以外にもできる限り時間がある時は、練習（自主練）を

したり、レベルの上の子達のやっているのを見学したりした。テレビを見た

時も録画しておいたプロテニスの試合を見たりと習い事に集中する事ができ

た冬休みになりました。 

140 ３年 
年末年始は特別番組があり、普段よりテレビを見る時間が多くなってしまっ

た。ゲームの時間が、短くても子供はあまり不満を言わなくなった。 

141 ３年 

時間にゆとりが出来て、外で遊んだりする時間が増えたり、気分的にもゆっ

たり過ごせるようになった。朝食時はＴＶを見ないようにしている。ＴＶを

つけていると食べることに集中出来ないため時間がかかる。ゲームは我家は、

ほとんどしない。家族皆でＴＶやゲームをするのは、コミュニケーションが

とれて良いとも思う。冬休みは映画や紅白で楽しんだ。ＴＶやゲームの時間

をなくせば、勉強・スポーツ・外遊び・お手伝いなど有意義な時間が増える。

睡眠時間にも影響が出ると思う。 

142 ３年 

朝テレビをつけてしまうと、ダラダラと長時間テレビを見てしまうが、ノー

テレビでテレビを見るのを我慢する事で勉強する時間が増えたり、外で遊ぶ

事が出来た。 

143 ３年 

ノーテレビ・ノーゲームが良いか分かりません。宿題が多すぎです。私の経

験では、そんなにためになったとは思いません。勉強は、学校でしっかりと

やれば良いと思います。宿題は、半分で良いです。 

144 ４年 
家の手伝いをすることが多くなって、本をいっぱい読むようになった。あと

勉強もちょっとやるようになった。 

145 ４年 
前より外でサッカー等遊ぶ事が増え、かぜもひきにくくなったと思います。 

 

146 ４年 

極端にテレビを見ない日とかゲームをやらない日とかもあるので、そんな時

はそれが当り前だと思ってしまう。１週間に１度しかやらないＴＶだと見せ

てしまう。完全にはなかなか難しいです。でも、ノーテレビ・ノーゲームの

言葉を口にする様にしてこういうことがあることを自然に身につけられる様

にしていこうと思います。 

147 ４年 ノーテレビ・ノーゲームで勉強などはかどった気がしました。 
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Ｎｏ. 学年 感      想 

148 ４年 

子供まかせにしていると難しいが、一緒に考えていくことで、親子の関わり

も増えていくし、自然とテレビとゲームがなくてもいられる時間も出来てく

ると思いました。 

149 ４年 
規則正しく、時間に追われる事なく過ごす事が出来たように思います。 

 

150 ４年 

平日１時間、休日２時間（ＴＶ+ゲーム）の約束を 11 月から始めてタイマー

を使ってゲームをしたり、見たいＴＶ番組がある日は、ゲームをしないよう

にできるだけ約束を守ろうと努力していると思われます。 

151 ４年 
今まで家の中で遊んでばかりいたのですが、ノーテレビ・ノーゲームを始めて

から外で遊ぶようになり、体を動かすようになりました。 

152 ４年 

勉強中、ノーテレビにする事で集中力が増しました。ノーテレビの大切さを

感じました。これからも、チャレンジしたいと思います。 

 

153 ４年 
ノーテレビ・ノーゲームにチャレンジをして、子供達との会話も増え、外遊

びもするようになって良かったと思います。 

154 ４年 

テレビを見る時間を決めることによって、ダラダラしがちな冬休みが規則正

しく過ごせたと思います。 

 

155 ４年 
勉強をする時は、ノーテレビ・ノーゲームが基本で定着した。そのため、集

中力がついた。 

156 ４年 

お正月は、テレビ・ゲームをする機会が多かったのですが、時間を決めて本

人なりに計画的に出来ていました。ノーテレビ・ノーゲームに積極的に取り

組めた方です。（子ども：ノーテレビ・ノーゲームをして、宿題や読書やいろ

いろなことができた。） 

157 ４年 

ノーゲームは達成できましたが、ノーテレビは、大人がつい見てしまうので

気を付けなければならないと感じました。家族全員で取り組まなければなら

ないと同時に、大人も反省しなければならないと思いました。今後は週一回

のノーテレビは、家族全員で取り組みたいと思います。（子ども：今度はノー

テレビ・ノーゲームを毎日やりたいです。） 

158 ４年 

テレビを見ていない時は、話しかけてもちゃんと返事が返ってくるのでよか

ったと思います。（子ども：ノーテレビ・ノーゲームをした時は、家族との会

話がふえ、よかったです。） 

159 ４年 

たくさん手伝いをしてくれるようになりました。親子で手作りのお菓子を作

ったり、手芸をしたり、楽しんでいます。ちょっとした時間でも本を読んだ

り、パズルをしたりしています。テレビやゲームも時間を決めて守れるよう

になってきています。袋田の滝や旅行に行って、楽しい冬休みを送れました。
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Ｎｏ. 学年 感      想 

160 ４年 

食事の時、テレビを消すことは、食事の時の会話も増え、良いことだと思い

ました。ノーテレビ・ノーゲーム運動が始まるまでは、完全に実施できませ

んでしたが、声をかけるきっかけになり、意識することもできました。全体

的に時間を上手く使うようテレビの時間、ゲームの時間について考える良い

機会になりました。 

161 ４年 

テレビやゲームをしない分だけ時間を有効に使えたと思います。（子ども：ノ

ーテレビ・ノーゲームしたら本がいっぱい読めたからした方がいいと思いま

す。） 

162 ５年 ノーテレビ・ノーゲームの日は、集中して勉強が出来ました。 

163 ５年 

一緒に何かをやったり、本を読んだりとＴＶとは別の共有する時間がとれた。

勉強と勉強の合間の気分転換にＴＶを利用しているが、だらだら見るのでは

なく、見たいものを決めている。小学生よりももっと幼い時期にノーテレビ

を実践すると親子関係がよくなると思う。一緒に親子でというのが愛情の基

盤になると思う。親はテレビを見ないことにより一緒に過ごす時間をどうす

るか考える。そこで、一緒に散歩、料理、お洗濯などやり、接する場面が増

え、愛情に満ちた子供たちになると思う。 

164 ５年 
ノーゲームを実践して会話が増え、読書などしていたが、マンガばかりでし

た。暇になると外で、自転車乗りや野球など外遊びが多く感じた。 

165 ５年 
ノーテレビ・ノーゲームに習慣で取り組むことができている様です。テスト

勉強をがんばっていました。 

166 ５年 

普段あまり、テレビ・ゲームに時間を使わない方なのですが、（本を読むので）

クリスマスから年末にかけてテレビやゲームが増えました。しかし、親子で

楽しんだ時間でもあるので、それもいいのかなと思いました。 

167 ５年 

ノーテレビ・ノーゲームにすると時間が長く感じ生活面にゆとりが見えた。

ゲーム中は短気なところもあったようだが、ゲームやテレビから離れると気

持ちも穏やかで、家族間の会話も増えた。親もゲームやテレビに頼って子供

の面倒をテレビやゲームにまかせがちだが、いい影響をもたらさない事を学

んだ。 

168 ５年 
少しずつですが、ノーテレビ・ノーゲームの時間が、増えていってるようで

す。がんばってたと思います。 

169 ５年 

ゲームを買い与えていないので、以前からノーゲームです。その点で変化は

ありません。テレビに関しては、１時間は長いのかもしれませんが、時間は

決めているので、特に気付いたこと、感じたことはありません。 

170 ５年 

チャレンジメニューを意識していたので、ＤＳ等のゲーム回数は減った様子

が見られます。ＤＳをしなくなったものの、パソコン、ＴＶ画面に向かう時

間は長くなったように感じました。 
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Ｎｏ. 学年 感      想 

171 ５年 

家にいる日は、宿題やビストロもがんばってはいたが、ノーテレビ・ノーゲ

ームは、ちょっと難しかったのかな…。１日でもいいから、ゲームのない日

を決めてみれば良かったと思う。これから、試してみようと思います。 

172 ５年 

強制的にノーテレビです。地デジ化していないので見れません。その代わり

ＤＶＤやゲームになりました。親の言うことを聞かないのでなかなか難しい

です。 

173 ６年 
ノーテレビ・ノーゲームにチャレンジして子供達の外遊びが増え、家族との

会話も増えて良かったと思います。 

174 ６年 
テレビを見る時間が減り、ノーテレビ・ノーゲームは良いことだと思いまし

た。 

175 ６年 
弟の面倒をよくみる子なので、ＴＶを見ない分、よく外でバスケやテニス等

をして過ごしました。友達も集まって来たりして、健康的で良いと思います。

176 ６年 

勉強の時間が増えたり、親子での会話も増え、よかったと思います。（子ども：

本をよむのが少なかったけど、ノーテレビをやって本をよむ時間がふえたと

思います。） 

177 ６年 

テレビは、地デジ化に伴い強制的に見ることができなくなりました。結果、

食事の時間は、食事や会話に集中することができるようになりました。しか

し、世情には疎くなり、また、食事以外はリビングで家族が集まることが少

なくなりました。毎日ノーテレビのため、ノーゲームは強制しませんでした。

テレビにしてもゲームにしても時間をきっちり決めて守れば問題ないのでし

ょうが、できないからこういう運動が必要になってしまうのだと思います。 

178 ６年 少しでも時間を有効的に使えていたのでよかったと思います。 

179 ６年 

子供達が集まると、どうしてもみんなでゲームを行いますが、相談したのか？

子供達のルールがある様で、午後からは、外遊びを良くしていました。子供

なりに考えているのでしょう。自宅では、時間を決めて、ＴＶを見る様にし

ていましたが、どうしても守れない時がありました。 

180 ６年 集中力が出て、良いことだと思う。 

181 ６年 

家では、小さな弟がいるので、テレビよりもゲームの方を少なめにする事に

しました。ゲームをしない時は、弟と遊ぶ時間が出来て良かったと思います。

ノーゲームをする事で読書や自習する時間が増えた。 

182 ６年 勉強や読書をする機会が増えた。 

183 ６年 
勉強時間が少しだけ増えました。友達と外で遊ぶ時間も増えました。（冬休み

中） 

 

 



 

- 26 - 
 

  



 

- 27 - 
 

 

 

 

安中小学校 
 

 

 

No.184～No.225 

Ｐ27～Ｐ32 

 

  



 

- 28 - 
 

Ｎｏ. 学年 感      想 

184 １年 

テレビをつけなくても色々遊びを見つけていたので、良かったのかなあと思

います。 

 

185 １年 

家の中にいるとテレビやゲームをずっとしてだらだらしてしまうので、ノー

テレビ・ノーゲームにチャレンジをして、外でたくさん遊ぶようになりまし

た。 

186 １年 

子供は映像が好きなんだなと思いました。地デジ化した７月からテレビなし

の生活でしたが、テレビがないとパソコンでＹＯＵ ＴＵＢE を見たり、Ｄ

ＶＤを見たりしています。時間を決めてＴＶ・ゲームをするというのはいい

やり方なので守らせましたが、親が家にいない時間は子供だけでやはり、Ｔ

Ｖやゲームをやってしまっている様です。結局、ＴＶ・ゲームよりおもしろ

い何かを大人が提供しないと子供は容易にＴＶ・ゲームに流れてしまうのだ

と感じました。ＴＶ・ゲームによって大人も楽をしているところがあるのだ

と感じました。 

187 １年 

テレビやゲームの時間を自分で意識して過ごすようになるのは、良い事だと

思います。 

 

188 ２年 
年末年始の手伝いができたので良かったと思います。少しゲームの時間が長

くなってしまったのが気になりました。 

189 ２年 

よく妹の面倒を見てくれる子ですが、ノーテレビ・ノーゲームの時間には、

一緒に砂遊びをしたり、おままごとをしたりとより面倒を見てくれる事が多

くなりました。そして、お手伝いもしてくれるようになりました。ご飯をよ

そってくれたり、テーブルにならべてくれたりと忙しい夕食の時間のお手伝

いは、とても助かっています。 

190 ２年 

今までと特に変わりありません。勉強の時はテレビはつけていないので集中

しています。（でも、前から勉強中はテレビは消してたので、ノーテレビ・ノ

ーゲームをしても変化ありません。） 

191 ２年 
食事の時には、テレビを消して食べていたのでこれからも続けていきたいと

思います。 

192 ２年 外で遊ぶことが多くなった。 

193 ２年 
年末年始テレビやゲームをやる機会が多い中、「ノーテレビ・ノーゲームだ

よ！」と声掛けしながら、きちんと取り組むことが出来たと思います。 

194 ２年 

子供が多いとゲームの時間が増えるような気がしました。ゲーム好きの子供

とゲーム好きではない子供が一緒でもゲームをやっているので…。ゲームが

ない時は、やはり、会話が多くなるような気がします。 
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Ｎｏ. 学年 感      想 

195 ２年 

なかなか、１日テレビを見ないで過ごす事は出来ないと思いました。少しで

も、テレビとゲームの時間を少なくするように意識しました。冬休みの後半

にパズルを購入したのですが、兄と一緒に楽しく遊んでいたのは、いい事だ

ったなあと思いました。 

196 ２年 
１ヵ月テレビ０分ゲーム０分は、できなかったけど、時間を決めて行動した

ので、ダラダラせず、机に向かう時間が増えて良かった。 

197 ２年 
時間を決めてＴＶを見たり、ゲームをすることでメリハリのある生活ができ

たと思います。 

198 ２年 

年末年始おもしろい番組が多く、見過ぎてしまいました。後半は、見たい番

組だけにしぼり、減らすことが出来ました。ゲームは、１日３０分という目

標を立て、ほとんど守ることが出来たので良かったです。 

199 ２年 

クリスマスプレゼントにゲームソフトを買ってしまったせいか、ゲームをし

ている時間が前より多くなったな～と感じました。ゲームの時間をつくらな

いように料理を一緒にしたり、サッカーをしたりしました。 

200 ３年 

年末年始なのでテレビを見ている時間が多くなってしまった。つけっぱなし

は、やめて朝、新聞の番組表を見て見たい番組と時間を決めるようにした。

ほとんどがスポーツだった。（箱根駅伝、高校サッカー、春高バレーなど） 

201 ３年 

ノーテレビ・ノーゲームにチャレンジしているようにしていますが、なかな

か守れないようです。ゲームは普段はゲーム機を預かっています。土曜日と

日曜日だけ出してやるようにしています。 

202 ３年 

大人がＴＶやゲームよりおもしろい何かを提供しないと子供は安易にＴＶや

ゲームに流れてしまうということがよく分かりました。ＴＶ・ゲームによっ

て大人も楽をしているということを感じました。 

203 ３年 

冬休みということもあり、ゲームやＴＶは１時間という目標は達成すること

はできませんでした。でも、１日だけノーゲームの日を作ってみたら、その

分本を読んだり、ゲーム以外に自分のやりたい事を見つけて過ごしていまし

た。これからも、こんな日を週に１回くらい取り組んでみるのもよいかと思

います。 

204 ３年 

年末年始ということもあって特番が多いせいか、ＴＶを見る時間が、多かっ

たと思います。ゲームは、普段からそんなにしないので、この調子でゲーム

をやめられるとすばらしいと思います。 

205 ３年 

テレビは、見たいものがやる日程を覚えているせいか、はじまっていること

が分かっているとテレビを見たくて、勉強に集中できなかった。時間を決め

てもなかなか難しい。ゲームは、１人でいる時にやっていることが多い。な

るべく１人にしないようにしてあげたいと思う。 
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Ｎｏ. 学年 感      想 

206 ３年 
ノーテレビ・ノーゲームを意識するかしないかによって、大分違うような気

がします。 

207 ４年 
静かななかで勉強することで集中して取り組むことが出来たので、勉強して

いる時間が長く感じなかったように思いました。 

208 ４年 
テレビを見ないで宿題をするといつもの時間の半分で終わるので良いと思い

ました。 

209 ４年 
冬休みという事もあり、ＴＶを見ている時間がたくさんありました。でも、

時間があるぶん、自分の好きな本もたくさん読めました。 

210 ４年 

ちょうど、ゲーム機が壊れてしまったので「ノーテレビ・ノーゲーム」には、

とても良い機会だったと思います。ノーテレビに関しては、スペシャル番組

が多いため、長く見てしまう日があったかなと思います。 

211 ４年 
ゲームは、１度やってしまうと長くなりがちでした。完全なノーテレビ・ノ

ーゲームは、かなり難しかったです。 

212 ４年 
食事の時には、テレビを消して食べていたのでこれからも続けていきたいと

思います。 

213 ４年 
勉強や読書に進んでできて良かったと思います。年末の掃除の手伝いをした

り、庭で運動することができたと思います。 

214 ４年 

以前よりは、また、だんだんとノーテレビ・ノーゲームをしなくなりつつあ

ります。なるべく声をかけて、本人にがんばってもらえるようにしたいと思

います。 

215 ４年 

ノーテレビ・ノーゲームの時間、お手伝いをたくさんしてくれました。ご飯

やお味噌汁をよそったり、出来たおかずをテーブルに運んでくれたりと夕食

の時間はとても助かりました。もう１つは、本（マンガですが）を夢中にな

って読んでいました。本が大好きなので、とても良い事だと思っています。 

216 ４年 

勉強をする時にはテレビを見ずに取り組めている。年末年始の特別番組が多

かったせいか、１日のテレビを見る時間は長くなってしまった様です。友だ

ちと遊ぶ時間があまりない事もテレビの時間が増える原因となっていると感

じた。 

217 ４年 
本人が自分で考え計画を立ててやっていました。親がテレビを見ていると一

緒に見てしまうので私自身（親）も注意すべきでしたね。 

218 ４年 

ノーテレビ・ノーゲームを意識することで時間の使い方や何をして過ごすか

などを考えたり工夫するようになった。 

 

219 ４年 

ノーテレビの時には、親も一緒に新聞を読んだり、持ち帰ってきた仕事量等

を一緒に行う事により周囲の環境作りに心掛けた。 
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Ｎｏ. 学年 感      想 

220 ５年 

『安中小の合い言葉：勉強はＴＶを消して！！』を目標に自分なりに努力し

ているようだった。寒い日が多かったので、外で遊んだり体を動かしたりは、

あまりしなかった。もっと、小学生は外遊びをしてほしいと思った。年末年

始はＴＶをたくさん見てしまった。今後も「ノーテレビ・ノーゲーム運動」

を家族で意識し、目標の実現に向けて努力していきたいと思う。 

221 ５年 
ノーテレビ・ノーゲームチャレンジをやっているという自覚がでているよう

に見えました。いつもと違った冬休みを過ごす事ができたと思います。 

222 ５年 
決めた時間を守ることができない日もあったが、本人なりに努力をして、以

前より計画を立て生活していた。 

223 ５年 

ゲームは普段からあまりやらないので、その分テレビをなるべく見ないよう

にして家族でトランプをして遊ぶ事が多かったお正月でした。いつも以上に

話す時間も出来ました。 

224 ５年 
ノーテレビ・ノーゲームを意識することで時間の使い方を考えるようになっ

たと思います。 

225 ５年 

ゲームは全くやりませんでした。テレビも見る番組を決めてそれだけを見て

いたようで、「少テレビ」ができていたと思います。お正月は、家族皆で楽し

んで長時間テレビを見ました。「テレビを見ながら、皆で盛り上がる。」これ

も、テレビの楽しみ方（家族のコミュニケーション？？）だと感じました。 
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Ｎｏ. 学年 感      想 

226 １年 

ゲームをやらせていないので、外遊びが多いです。最近では、トランプや

ウノなどのカードゲームが楽しいようです。家庭で楽しめるので良いと思

います。Ｘ´ｍas プレゼントもＤＳのソフトではなく、パイパーヨーヨー

をほしがり、ベイブレード等で遊んでいます。ＴＶは私たち親が見てしま

うので、反省すべき点だと思いました。寒いのによく外で遊んでいるので、

頼もしいです。（笑）はげしいですが… 

227 １年 
テレビがなくても、トランプなど大人が参加し一緒に遊べば、十分、楽し

い時間が過ごせると思った。 

228 １年 
普段から長時間テレビを見る事が少ないので、いつも通りに宿題をやった

り、自分の好きな事をやって過ごしていました。 

229 １年 

ゲームの時間は、必ず 30 分と決めていたので守れた。テレビは友達と遊ぶ

日は見ない日が多いが、祖父母の家に行くとテレビをだらだら見ているこ

とが多い。外に遊びに行く時は、ゲームを持たせないので、友達と外でボ

ール遊びや〝ひみつきち〟を作って遊んでいることが多いようです。 

230 １年 
冬休みに入り、外で遊ぶ機会が減り、家で過ごす事が多く時間を決めてテ

レビ・ゲームをさせてました。時間を決めて出来て良かったです。 

231 １年 
記入する事によってＴＶやゲームの時間を特に気にするようになりまし

た。これからも、ダラダラする事はやめたいと思います。 

232 １年 
毎日、毎日、意識して気をつけないと長い時間テレビやゲームをしてしま

う事が良くわかった。 

233 １年 

近所の友達と外で遊んだり、ひとりで絵を描いたりして過ごす事が多かっ

たです。少しゲームをしていましたが、出来る限りテレビやゲームをせず

に過ごせたと思います。ノーテレビ・ノーゲームの間は、自分で何をしよ

うかと考えて行動していたので、子供にとっては、いい事だと思いました。

234 １年 

休みの間（寒い時期なので）家で過ごす事が多いので、テレビをつけっぱ

なしにしている事が多く（子供が見てなくても）反省しています。外出の

時はテレビは見ず、ゲームも１時間未満で済みました。１日の中でまった

く、ノーテレビ・ノーゲームで過ごした日は、１日もなかったので（ノー

テレビ・ノーゲーム両方ともの日）今度はぜひ頑張りたいです。 

235 １年 
家族の間のコミュニケーションが増えた。 

 

236 １年 
以前に比べて、ゲームをやる時間やテレビを見る時間が減りました。外で

体を動かして遊ぶ時間が増えました。 

237 １年 

自分から外で遊ぶようになったり、本を読んだり、絵を描いたりするよう

になってきました。 
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238 １年 
テレビゲームはないので、普段からゲームをすることがないです。冬休み

に入って将棋を与えたら、気に入ってしていました。 

239 １年 

娘も意識して取り組んでくれてました。ＴＶがついていると自分から消し

てくれてました。ゲームは、何とか 60 分以上はしない事にしました。今回

もかんばって取り組んでくれたと思います。 

240 １年 
体を使って運動する時間が多くとることができ、すごく良かったと思いま

した。 

241 １年 

ＴＶを消して食事をしています。食事をする事に集中するので、よく噛ん

でたくさん食べました。 

 

242 １年 
ゲームをする時間が、かなり減りました。自分で気をつけてテレビもあま

り見ませんでした。 

243 １年 

12 月 26 日、初めてのゲーム購入でおもいっきり遊んでいました。徐々に

本人の中でゲームをする時間を決めて行ったようです。また、宿題、自主

学習など、まず先にすべき事をしてからゲームをするというようにルール

を決めた事で自分なりに理解していました。勉強と遊びの（ゲーム）のバ

ランスを今回は、うまくできたかなと思います。 

244 １年 

平日は（学期中）時間に追われて、言わなくても（注意しなくても）テレ

ビやゲームに夢中になることはありませんが、長期休暇中はどうしても（特

に年末年始含む冬休みは）テレビやゲームに母が頼ってしまう部分が多く

なり、反省です。家にいる時間が長いのに、テレビやゲームを与えてしま

うと平日よりも向き合って話をする時間が、一気に減ってしまうように感

じました。 

245 １年 
会話も増え、楽しく過ごすことができたと思う。 

 

246 １年 
チャレンジをしている意識があるようで、ゲームをやらない日をつくり、

頑張っていたようです。 

247 １年 

外が寒い事もあり、室内遊びが多かったです。寒さに負けない体力作りが

出来ず、テレビやゲームばかりではなく、外へ出て遊ぶことをもう少しし

なければならないと思いました。しかし、放射能の心配もあり、なかなか

長時間外にいる事が出来ない状況なので、今のこの環境下においてノーテ

レビ・ノーゲームは少し大変だと思いました。テレビやゲームではない素

朴な遊びをいろいろと調べてみようと思います。 

248 １年 

読書が好きなので、テレビを見ない時やゲームをしていない時は、自然と

妹と遊ぶか自ら読書をしていました。 
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249 １年 

サンタクロース（笑）がＷii を届けてくれたので、「最初が肝心！」と思い

頑張りました。「きちんとやるべき事をやってから」とか「時間を決めてや

る（見る）」という事を徹底させる事で、しっかりとした生活習慣を身につ

けさせるのが、この取組みの目的のひとつなのかなと思いました。まだま

だ、課題は多いですが、これからも継続していきたいです。 

250 １年 

完全にノーテレビ・ノーゲームは、難しいと分かりました。ほどほどなら、

ノーテレビ・ノーゲームでなくてもストレスたまらなくていいのかなとな

んて感じました。 

251 １年 
行うことがあればテレビは見ませんが、何もすることがない時、テレビを

見ています。 

252 １年 
家にいるとどうしてもテレビを見たり、パソコンやゲームで遊んでしまい

ました。これからも時間を減らせるように続けていきたいです。 

253 １年 親の方こそついついＴＶをつけっぱなしにしてしまう事が良くわかった。

254 １年 
ゲームやＴＶを見ないで、１日を過ごす事は、今の子には非常に難しい事

だと思いますが、この子なりに努力して取り組んでいたと思います。 

255 １年 
外出して待っている間に、つまらなくてゲームをすることが多いですね。

親としてもあばれるよりは良いので許してしまいます。 

256 １年 
ゲームをしない日をつくることは出来ますが、ノーテレビは、家族全員の

協力なしではできませんので、無理です。 

257 １年 

１日中テレビを見たり、ゲームをしたりしているわけではないので、特に

気づいた事はありません。ゲームをしないために何かをするというのは、

不自然な気がしたので、しませんでした。 

258 ２年 チャレンジしていると会話が増えたり、体を動かす時間も増えました。 

259 ２年 

親が忘れていても自分でテレビのスイッチを消していた。家族で会話をし

たり、落ちついて食べられたと思う。その代わりにゲームは、結構長時間

やっていたので、ゲームも制限した方が良かった。 

260 ２年 

ゲームにいかに依存しているかと話し合いもしてみました。私自身は無く

てもと思いますが、必ず時間を決めてやらせるようにしました。しかし、

外遊び、読書、勉強と充実した生活が送れたと思います。 

261 ２年 ノーテレビ・ノーゲームをやらない日は家族の会話が増えました。 

262 ２年 

ノーテレビ・ノーゲームにも慣れてきたようで、自分なりに上手に遊ぶ事

を見つけていました。お友達と外で遊ぶ事も多く、とてもよい事だと思い

ます。 

263 ２年 

食事中は、ＴＶをつけないので、その分会話が多く、よく話しをしていま

す。また、外で遊ぶことが好きなので、ゲームをしない日が増えて、家に

いる時も絵を描いたりして遊んでいます。 
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264 ２年 
チャレンジに取り組もうと考えていたようです。見たい時も少しは削って、

本読みなどをしていました。 

265 ２年 

ゲームは二の次のように感じ、外で遊ぶ方が、楽しんでいました。ノーゲ

ームは必要だと思いました。 

 

266 ２年 

帰省中はいとこと外へ行ったり、人数が多いのでなかなかゲームの順番が

まわってこなかったので、結果的にテレビやゲームの時間が少なくなって

よかったです。サンタさんにゲームをもらい、ゲームをしたくて、お手伝

いや自主学習をたくさんしたので、ゲームの時間はがんばりの時間でもあ

ります。 

267 ２年 

テレビを見ていると一日が過ぎるのが早いし、できる事がたくさんあるの

に何もできなくなってしまうと感じた。もう少し真剣に取り組みたいです。

 

268 ２年 

冬は寒くて、室内で過ごす時間が多かった気がします。でも、年末年始、

いとこの子供達と楽しく過ごせて良かったと思いました。毎日は少し難し

いですが、回数が増やせればと思いました。 

269 ２年 

年末年始は家族みんなでテレビやゲームをすることが多く、視聴時間も長

くなりましたが、みんなで見ながら話したり、笑ったり、楽しい時間を過

ごせたので、よかったと思います。テレビやゲームをしていない時は、兄

弟でプラレール遊びやカードゲームなどをして遊んでいました。あとは趣

味の電車に関する本を読んでいました。 

270 ２年 
テレビを見ながらの作業は、ダラダラしてしまいがちですが、ノーテレビ

にして過ごすと、一つ一つの行動が早くなり、集中してやれました。 

271 ２年 

食事中はＴＶをつけないので、その分会話が多く、よく話しをします。ま

た、外で遊ぶことが好きなので、自然とゲームをしない日が増えて、ゲー

ムも時間を決めてやっています。家の中にいる時も絵を描いたりして遊ん

でいます。 

272 ２年 

大分、ゲーム離れをしてきて本を読むようになりましたが、完全に取り上

げたり、禁止するのは難しく思います。 

 

273 ２年 
自分から外で遊ぼうという気持ちを持つようになるので、良い事だと思い

ます。 

274 ２年 

休みの日に１日２時間以内というのは、なかなかできないようでした。年

末・お正月は特別な番組が多く、よくがんばったと思います。３学期が始

まったら、自転車に乗る練習をして、ＴＶの時間を２時間以内にできると

よいと思います。 
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275 ２年 

テレビ・ゲームは子供は好きですが、見てばかりいると色々な面で良くな

いなと感じます。もちろん、たまには息抜きも必要ですが、できれば、テ

レビ・ゲームに息抜きを求めないようになってほしいと思います。昔と違

い、テレビやゲームは進化していき、昔より一層刺激が強いですが、刺激

ばかり求めないようにしていきたいと思います。 

276 ２年 

家にいるとゲームやテレビを見たがるので、外で遊ぶようにさせていまし

た。ノーテレビ・ノーゲームを両方させるのはなかなか大変かと思いまし

た。食事中のテレビをなくしたところ早く食べ終わるようになりました。

宿題は、はかどりました。 

277 ２年 
食事中にテレビを消したら、子供達が積極的に話してくれて会話をする機

会が増えた。 

278 ２年 

クリスマスや姉の誕生日などイベント等が続き、プレゼントで新しいゲー

ムなどもらい、ほとんど毎日やっていました。テレビも年末で面白いＴＶ

が多く見ていましたが、勉強中はゲーム、テレビは見ることもなく、毎日

自分できちんと勉強できていた。きちんと時間を決め、行えば良いと思い

ました。 

279 ２年 

クリスマスから携帯ゲーム機を持つようになり、出かけた時の車での過ご

し方が変わりました。それから、家での過ごし方もちょっとでも時間があ

るものなら、本を読んでいたり、絵を描いたりと過ごしていたのが、ゲー

ム機をやるようになってしまいました。 

280 ２年 

幼い頃から外遊び、工作などが大好きだったので、いつもどおり過ごして

いく事で自然と良いと言われる状態になった。ストレスがたまらないよう

テレビ、ゲームを取り入れてあげたいと思う。大人のお酒と同じ。 

281 ２年 

そこまでテレビやゲームを禁止するのは、いかがなものかと思います。テ

レビやゲームからも色々と吸収するものがたくさんあると思うからです。

こんな事するなら、ケイタイやスマホなどに対して考えた方が良いと思い

ます。 

282 ２年 

チャレンジは必要ありません。教育委員会では、こんなくだらないスロー

ガンを掲げて子供に教育をしているのでしょうか？ノーテレビ・ノーゲー

ムとは、何を目的にしてやっているのでしょうか？もし、この記入内容で

指導に対して問題があるとしたら、私（父親）が話を伺いに行きます。（無

記名） 

283 ３年 
時間を決めてやると守るようになった。家で過ごす事が多いので、多少は

仕方がないのかも… 

284 ３年 
本を読むことが多くなりました。本読みが楽しくなってきたようです。 
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285 ３年 
ＴＶを消して食事をしています。食事をする事に集中するので、よく噛ん

でたくさん食べました。 

286 ３年 

自分でテレビをつけていいのは、日曜日の朝だけにしており、その他はど

うしても見たい番組だけを録画して見るようにしています。ゲームも短時

間になり、その分、家族でボードゲーム、オセロ、チェスなどをしたり、

子供が１人で本を読んだり、レゴを作ったりして遊ぶ時間もできました。

287 ３年 
テレビを見る時間は増えたが、なるべく外で遊ぶようにしてゲームの時間

は減らすようにしていました。 

288 ３年 

冬休みは、外出や行事が多い為、ノーテレビ・ノーゲームの日が無意識に

行われていた気がします。ただ、ヒマな時間は、テレビやゲームの誘惑に

勝つのは難しかったようです。人が多く集まる時は、ゲームよりトランプ

の方が楽しかったようで、この休みはトランプが大活躍でした。 

289 ３年 

テレビは、時間を守れる日が何日かありましが、ゲームは、決めた時間を

超えてしまう日が多かったと思います。今後は、もう少しゲームをする時

間を減らしていけたらと思います。 

290 ３年 

ゲームをやらない日をつくるのは、冬休み中は少し難しかったです。学校

が始まればあまり時間もないので、やらない日をつくることもできるので

すが…。もっと工夫していろいろ楽しめる遊びを考えたいです。 

291 ３年 

冬休みのノーテレビ・ノーゲームはかなりきついです。親の私もたまの長

いお休みは、のんびりテレビを見たり、ゲームを子供と楽しみたいと思い

ました。ノーテレビ・ノーゲームは、通常の生活の範囲でがんばらせたい

と思っています。 

292 ３年 
本人がチャレンジしていなかったので、言うことは何もありません。残念

です。 

293 ３年 
食事中は必ずテレビを消すようにしていました。ゲームも親が時間を言わ

ないとやめる時間に気がつかず、ダラダラとやっていました。 

294 ３年 

今回の冬休みは、親からゲームに関して注意をしたことがなく、自らノー

ゲームに心掛けをしていたみたいで、冬休み中、ゲーム時間は３時間位で

した。テレビは、夜、家族と見てしまうので、ノーテレビは、まだまだか

な。 

295 ３年 
どうしてもＴＶやゲームをやめられません！！なかなか難しいです。 

 

296 ３年 

宿題や勉強中はテレビを消す。テレビ、ゲームをするならするで、勉強を

終わらせてからするようにしました。テレビ・ゲームをどんなに長い時間、

させなくても勉強にやる気がないなら意味が無いので、短時間でも集中で

きれば、良いと思います。 
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297 ３年 

一日テレビを見ないという日は、まずない感じです。ゲームは特に時間を

決めてはないけど、ある程度で切り上げたりしているようではありますが、

新しいゲームを買ったりするとずっとしてしまっています。友達がいれば、

外でよく遊びます。 

298 ３年 

以前から食事の時にＴＶは見せてないので、特に変化はありません。学校

がある時は、なかなかゲームをする時間がないので、冬休み中は多めにや

らせています。 

299 ３年 
テレビ、ゲームについては、家のルールでやらせていますので、この運動

には協力できません。 

300 ３年 

ノーテレビ・ノーゲームのやっていることが、親としては、わかりません。

家庭、家庭でそれぞれ違うとは思いますが、ノーテレビ・ノーゲームをや

っていることが、はたしてよいのでしょうか？親しだいでは、ないのでし

ょうか？ 

301 ４年 チャレンジを始めてから、テレビ、ゲーム共に時間が短くなりました。 

302 ４年 

自分で時間の使い方を考えていました。宿題はもちろんの事、弟たちの面

倒を見るようになりました。冬休みの間だけではなく、長く続けられるよ

う家族が協力していきたいと思います。 

303 ４年 早寝、早起きが出来るような気がしました。 

304 ４年 家族の時間を楽しめました。 

305 ４年 食事の時間が早くなり、良く食べている。会話をするようにした。 

306 ４年 手伝いをするようになりました。 

307 ４年 

完全にノーテレビ・ノーゲームは、難しい事だと思いますが、テレビやゲ

ームに依存していた環境を見直す事が少しずつでもできたような気がしま

す。。 

308 ４年 
テレビやゲームを我慢させると不思議と本を読むようになりました！！マ

ンガ本ですが。 

309 ４年 

４泊５日の家族スキー旅行に出る時、“ゲームは持って行かない”と言い、

本当にそうしてました。私もびっくりしました。ＴＶを全く見ない日は、

無かったように思いますが、自分なりに少し気をつけていたようです。 

310 ４年 
時間を有効に活用することができ、有意義に休みを活用できた。普段から

実行しているが、これからも続けたい。 

311 ４年 

ゲームやＴＶを見ないように外で遊ぶ事が多くなった。静かな中、宿題が

出来るので、はかどっていた。食事がだらだらしていたが、ＴＶを見ない

と早く食べ終わるようになった。夏に比べると冬のノーテレビ・ノーゲー

ムは、大変でした。 

312 ４年 テレビを見ていない時間で、お手伝いや体を動かしたりしていました。 
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313 ４年 

ノーテレビ・ノーゲームのノーゲームにチャレンジしたようですが、自分

なりに考え、ゲームをしない日を増やしていったようで、冬休みの終わり

には、ほとんどしていませんでした。ゲームをしないか、家族でトランプ

をしたり、机に向かう時間が増えた気がします。 

314 ４年 
昔の子供と比べると少ないですが、外で遊んだり、ボードゲームで遊んで

いました。テレビやゲームを減らし、その分、数人で遊んでいました。 

315 ４年 
毎日、ゲームは、１時間内に決めていました。学校から借りてきた本も一

冊読みあげたようです。 

316 ４年 借りてきた本等を読んでいました。 

317 ４年 
時間を決めてゲームやテレビを行うようになった。 

 

318 ４年 

結局、「全くテレビを見ない、ゲームをしない日」は、１日もつくる事がで

きませんでした。なかなか難しかったです。友達同士で会っても、ゲーム

をして遊んでいる時間が多く、それが、共通の話題として、楽しんでいる

様子でした。ただ、簡単なバックを作るキットを使って、ぬいものを一緒

にしてみたところ、早く作り進めたいと夢中になり、ついていたＴＶも自

ら消しました。ＢＧＭに私がつけた音楽も「うるさくて集中できないから

消して」と言われました。その時は、物を作る喜びと親子で充実した時間

を過ごすことができました。夢中になれるものがあれば、必要ないのだと

感じました。テレビも皆で見て、共通の話題として笑えたり、話し合いの

きっかけになれば、悪い事ばかりではないとは思います。子供が見ている

時は、いつも一緒に見ようと誘われるので、そうしたいと思うのですが、

つい家事を優先せざるを得ず、見せっぱなしにしてしまう事が多くなって

しまっている事が多いです。 

319 ４年 

テレビは常についている事が多いので、ノーテレビは難しいですが、ちょ

っとずつ意識していたようです。ゲームはもともとそんなにやる方ではな

く、本を読んだり、外でバスケの練習をしている姿が目立っていました。

320 ４年 

ノーゲームは、出来たと思いますが、ノーテレビについては、どうしても

出来ませんでした。テレビについては、ニュースにしろ、天気予報にしろ、

生活の一部になってしまっている事に気がつきました。簡単なようで、な

かなか出来ないですね。恥ずかしいですが、無理でした。 

321 ４年 
家族（兄弟）との接触が増えました。トランプやオセロなどの遊びを家の

中で楽しんでいたようです。 

322 ４年 

トランプ、かるた、外遊びをしました。でも、ゲームやまんがのＴＶは好

きですネ。時間を決めても守れない事も多々あります。これからも、少し

ずつノーテレビ・ノーゲームに近づけたらいいと思います。 
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323 ４年 

ゲームのやり過ぎはよくないと思いますので、勉強や習い事の練習などや

るべきことをきちんと終わらせてから時間を決めてしています。ノーテレ

ビは、家族全員の協力なしではできませんので、難しいです。 

324 ４年 

年明けに３ＤＳを買ってから、何度注意しても１日３時間から４時間ゲー

ムを続けていました。１日１時間の約束はちゃんと守ってほしいし、ノー

ゲームの日も大事だと思うので、これからもっとがんばってもらいたいで

す。 

325 ４年 

我が家では、都合よく…と言いますか、冬休みの間、テレビの調子の悪い

時期が続き、テレビのついている時間と言うのが、夕食後だけだった日が

多く、見たくても見られない…事がたくさんありました。家族の人数の多

さが災いでコンセントに何かさそうとすると 50Ａが飛んでしまう…という

事も多々。なので、インターネットや日常の時間のつぶし方も普段とはま

た違った生活を送っていました。 

326 ４年 

テレビ（ゲーム）を見ない時間は、本を読んだり、絵を描いたり、音楽を

聴いたり、買い物、寝る etc です。テレビ・ゲーム・インターネットなど

も悪いのではなく、やり過ぎ、いらない情報を除き、何事もバランスだな

と思いました。例えば、ご飯を食べながらＴＶを見て、腹が立っているの

を忘れてみんなで笑えた時もありますし、逆に、ＴＶに夢中になり過ぎて

ご飯が進んでいないという事もあります。年末、我が家はインターネット

を切りました。情報に振り回されず、ゲームも時間を決めてもっとバラン

スよく過ごすのが、目標です。 

327 ４年 

私達が子供のころよりもゲームやテレビを使用する時間が、増えてしまう

環境になってしまったのが、問題のような気がします。外で遊びたくても

子供たちだけでは危なかったり、変質者がいたり。まずは、環境を改善し

なければならないように思います。冬休み中はゲームの時間は決めていま

したが、テレビまで時間を制限するのは、難しかったです。 

328 ４年 

家に居ると見たいテレビなどがなくても、朝起きた時、食卓についた時な

どテレビをつける習慣が出来てしまっているようです。子供だけでなく、

大人もノーテレビにチャレンジする事も必要だと思いました。 

329 ４年 

今までも、食事中には、テレビを消すようにしていたので、抵抗はありま

せんでした。両親とも働いているので、実家に預けると、どうしてもゲー

ムやテレビの時間は、増えてしまいます。帰ってきてからは、なるべく、

ゲームはしないようにしています。 

330 ４年 

クリスマスに新しいゲームソフトをプレゼントでもらったので、本人はい

つもよりも長くゲームをしてしまいました。親として反省です。 
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331 ４年 

年末年始は、スペシャル番組等も多くて、どうしても普段より長い時間、

テレビを見てしまったようでした。なるべく、録画をして、いっぺんに見

ないで違う日に見たりするように声を掛けました。ゲームも時間を決め、

毎日やらないようにしましたが、大人も一緒に気をつけないと、なかなか

難しいものですね。 

332 ４年 

ノーテレビは出来ませんでしたが、ノーゲームの日は何日かありました。

本（マンガがほとんどですが）はよく読んでいました。あまり意識して出

来ませんでした。難しいですね…。 

333 ４年 

実施する年齢の違いはあると思いますが、やるべきことが終わったら、テ

レビやゲームをしてもいいと決めれば、子供はすんなり聞いてくれると思

います。テレビ・ゲームの時間を減らすことを強制するよりも、やるべき

ことをやったら、好きなだけテレビを見たり、ゲームをしたりできる状況

をつくった方が、我が家の場合は、いまくいった気がします。 

334 ４年 

毎日、ゲームはやらないようにと言いましたが、やっと最後の日だけ守っ

て、ゲームもテレビも見ませんでした。毎日ゲームをするのが、当り前の

ような生活になっているので、やらない日を作るのは大変なようです。こ

れからは、習い事のある日は、ゲームをさせないようにしようと思います。

335 ４年 
習い事や用事がある時は、テレビやゲームをする時間がないので、あまり

見たり、やったりしません。トランプやウノをやっていました。 

336 ４年 

『ノーテレビ・ノーゲームにチャレンジ』とは言えない位の結果ですが、

祖父母からのクリスマスプレゼントにＤＳのソフトやＷii のソフトを買っ

て頂いたもので我慢できずに遊んでいました。Ｗii は、家族で対戦ができ

るので、普段なかなか一緒にできない父親とも楽しそうにやっていたので、

それはそれで悪くないのかなと思いました。たまにやるウノやボードゲー

ムなどアナログな遊びも楽しいものでした。 

337 ４年 

残念ながらテレビを見ない日は、ありませんでした。ゲームは頑張ってし

ない日を作る事が出来たようです。ゲームをしない日は、外で遊んだり、

散歩に行ったりして過ごしました。何もする事が無いとテレビやゲームを

してしまうようです。 

338 ４年 

紅白歌合戦やいつも楽しみにしているスペシャル番組があったので、テレ

ビを見る時間が多かったですが、家族そろって楽しく見ることができて良

かったです。ゲームは持っていないので、節電できていると本人は満足そ

うでした。 

339 ４年 

テレビを見ないという事は、非常に難しいです。勉強した後、少しぐらい

……と思うのは、甘い考えでしょうか？ 
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340 ４年 
休みの日は、どうしてもテレビを見過ぎたり、ゲームやパソコンで遊び過

ぎてしまうようです。これからも、できるだけ減らせるようにしたいです。

341 ４年 時間を決めてテレビやゲームをすることができなかった。 

342 ４年 本人に任せていたので、ゲームをしない日はあったのかと思います。 

343 ４年 やっぱり、少し我慢できなかった。 

344 ５年 本を読む時間が増えました。おうちの手伝いもよくしてくれました。 

345 ５年 

冬休みという特別な休みで、１日２時間以内のＴＶは、厳しかったようで

す。しかし、ダラダラと見続けるという形にはならず、３時間程度におさ

まったのは、そういう意識があったからだと思います。ゲームはほとんど

やらずに過ごせて立派です。 

346 ５年 ゲームの時間や曜日などきちんと守ることができました。 

347 ５年 ＴＶを見る時間が減ると本を読む時間が増えました。 

348 ５年 
今までＴＶやゲームで使っていた時間を音楽を聴いたり、本を読んだり時

間を有効に使えているなと感じました。 

349 ５年 

年越の時は、家族でＴＶを楽しみましたが、その他の日は、ほとんど外で

サッカーを楽しんでいました。ノーテレビ・ノーゲームのチャレンジを行

う事により健康的な体作りにつながると思いました。 

350 ５年 
時間を有効に活用することができ、有意義な休みになったと思う。普段か

ら実行させようとしているが、これからも続けていきたい。 

351 ５年 
ＴＶを見ている時間は短かったように思います。もともと読書は好きなの

ですが、外で遊ぶようになるともっと良いかなと思いました。 

352 ５年 

毎日、忙しいのでテレビを見る時間は、もともと無いのですが、習い事が

お休みの日は、たくさんテレビを見ました。でも、ダラダラと見るのでは

なく、見たい番組を決めて見ているので、良いと思いました。 

353 ５年 

クリスマスプレゼントがゲームだったので、たくさんやりたかったでしょ

うが、自分で時間を決めてよくできたと思います。テレビを見ない、ゲー

ムをしない日をつくることより、自分でやるべきことが終わったら、やっ

てもいいことにすると自分でかんばる気がします。強制すると、子供はや

る気を失せてしまうと思います。 

354 ５年 
テレビはあまりチャレンジできませんでしたが、ゲームは全くやりません

でした。テレビを見ていない時は兄弟で仲良く遊んでいました。 

355 ５年 

帰省中はいとこと遊ぶことが多く、ゲームやテレビの時間が少なくなりま

した。遊ぶ相手が多いと意識しなくてもテレビやゲームの時間が少なくな

るのだと感じました。 

356 ５年 
自分で決めてやっているので、偉いなあと思いました。 
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357 ５年 
うちの家庭は常日頃からノーテレビ・ノーゲームを実施していますので、

特に抵抗感はなかったです。食事中のテレビは見たことはありません。 

358 ５年 

自分で気を付けてテレビを見る時間を決めていました。冬休みなのでいつ

もより見る時間は多かったが、自分で気にしていたので、私の方からは何

も言いませんでした。 

359 ５年 
休日は特にテレビ・ゲームをやる時間が長い。時間を決めてやるように声

かけしているが、本人にも気をつけてもらいたいです。 

360 ５年 

ノーテレビ・ノーゲームは大変良いと思いますが、子供がなかなか実行出

来ませんでした。少しでも出来るように努力したいと思います。ゲームは

実行出来ました。 

361 ５年 

クリスマス・誕生日と新しいゲームをもらい、ほとんど毎日やっていまし

た。新しいゲーム機が、インターネット接続できる事で勉強に役立ち助か

っていたようです。遊ぶ時、ＴＶ（見たいもの）は、自分の決めた時間の

みやっていたので、良いかな…。 

362 ５年 

以前に比べてゲームはやる時間がほとんどなくなりました。テレビについ

ては、見るというよりも、かけていれば気がすむようで、かけて他の事を

している方が多いように見えます。 

363 ５年 
なかなかノーテレビ・ノーゲームの日が作れないので、これからは本人が

意識してほしいです。 

364 ５年 

お正月はＴＶやゲームが楽しみなので、見てかまわないと思うので、特に

制限しませんでした。普段から特に見過ぎたり、ゲームしたりして、勉強

にさしさわることもありません。家族でおしゃべりしながら楽しんでいま

す。 

365 ５年 ノーテレビ・ノーゲームの日がなかったのが残念です。 

366 ６年 テレビを見る習慣はあまりないので、いつも通りです。 

367 ６年 

ノーテレビ・ノーゲームにチャレンジして気付いた事は、寒い中外へ出て

体を動かしたり、室内では静かに本を読んで過ごしたりとダラダラとただ

過ごす時間が少なくなったと思います。ゲームもしなくなるとクセもなく

なり、目には大変良いと思います。 

368 ６年 家族の会話も増え、進んで本を読む習慣が身についたと思います。 

369 ６年 
家族のみんながテレビを見なくなり、外で遊ぶことが多くなりました。今

後も続けてほしいです。 

370 ６年 
まじめに勉強するようになった。 

 

371 ６年 
テレビを見ない時間が増えたので、静かな時間を過ごせました。 
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372 ６年 

ゲームなどは集中的にしていることが多く、普段は、ほとんどノーゲーム

でした。そして、このことにチャレンジする事により、より多く読書をす

るようになり、すばらしいです。 

373 ６年 

自分から進んで食事時は、テレビを消す行動がとれるようになりました。

とても良い事だと思います。テレビを見ない！！ゲームをしない！！日は、

静かに本を読んでいるか、音楽を聴く等して時間を上手に使えるようにな

りました。 

374 ６年 
テレビやゲームを見たり、しなかったりすると、外で遊んだり、ウノやト

ランプをして遊ぶことができて、楽しむことができました。 

375 ６年 
チャレンジに取り組むよう気にしていました。見たい番組も時間を削って、

本読みなどしていました。 

376 ６年 
ノーテレビ・ノーゲームを実施してみて、意識的にテレビをつける回数が

減ったように感じられた。そのため、家族で過ごす時間が増えた。 

377 ６年 

中学に向けて、毎日塾と家で勉強をしていました。テレビはまったく見な

いで、ゲームも一切やっていません。たまに読書をして息抜きをしていま

した。 

378 ６年 
意識して家族でボードゲームなど楽しみました。ニュースを見ないという

のは不便でしたので、ニュースは良いとする日もありました。 

379 ６年 

大晦日の夜は、家族でテレビを楽しむので、特別な日とし、テレビの時間

も長くなってしまいましたが、ひとつの目標であった入試の翌日も１時間

止まりで比較的短かったのではないかと思います。テレビやゲームがなく

ても、それなりに自分でやる事を見つけているようです。 

380 ６年 

特にチャレンジしていませんが、適正検査があったため、その勉強時間が

多くとっていたので、テレビは禁止していました。多少、テレビを見る時

間は必要と思います。 

381 ６年 
食事の時にＴＶを消すことで家族の会話が生まれてよかったです。お正月

は、やや気持ちが緩んでしまったようです。 

382 ６年 
以前と比べて、ゲームの時間は短くなりました。でも、テレビに関しては、

何も変わっていないので、もう少しがんばってもらいたかったです。 

383 ６年 

年末年始にノーテレビ・ノーゲームは、誘惑が多くて厳しいですね…。で

も、“意識”を持つことは、大切なことだとは思うので、今後もチャレンジ

していきましょう。 

384 ６年 

あまりやめようとはしておらず、逆にたくさんゲームを楽しんでおりまし

た。ほぼ毎日、父が怒っていました。１月９日にたった１回だけノーゲー

ムの日を作りました。 
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385 ６年 
ノーテレビは、なかなか難しい事と思いましたが、できる日は、実行して

いました。 

386 ６年 
この冬休みは、受験の最後の追い込みでテレビどころではありませんでし

た。テレビがすべて悪ではないと思うので、適度な付き合いを心掛けます。

387 ６年 

受験まではＴＶもゲームも見る時間がなかった分、終わってからは、急に

その時間が増えてしまいました。年末・年始はＴＶで特別番組が多かった

のとクリスマスプレゼントにゲームをもらえたのが、原因です。 

388 ６年 

コタツでＴＶ、犬と昼寝、スルメをつまみながら、熱い茶を飲み、ＴＶタ

レントにダメ出し。ゲームにはまった子供というよりは、小さなダメオヤ

ジという感じでした。 
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389 １年 

部活動で疲れて帰ってきて、そのまま、寝てしまう事があり、ＴＶを見

る時間もなかった様です。休みの時位は、見させても良いかと自由にさ

せていました。親が言って動くのではなく、ノーテレビ・ノーゲームは

自分の意志で動かなければ、本当のノーテレビ・ノーゲームにはならな

いのでは…と思います。（中学生なので、各自の行動が大切） 

390 １年 
見る時間、ゲームをやる時間が休みなので長くなってしまいましたが、

家族そろってＴＶを見て、いろいろお話しするのもいいと思いました。

391 １年 

自分の立てた目標は達成できたようです。ダラダラ、テレビを見ている

ことが少なくなり、その分集中して勉強する時間が増えました。また、

早寝の習慣もついています。 

392 １年 

年末番組やお正月番組があったので、少しテレビを見る時間が増えてし

まいました。ノーテレビ・ノーゲーム、チャレンジできた日が２日間は、

少なすぎるので、今後、もう少しできるようにしたいと思います。 

393 １年 

年越しは家族で紅白等を楽しんだので、視聴時間が増えてしまいました

が、それ以外の時間は、兄弟で仲良くカードゲーム等を楽しんでおり、

ゲームを行っている時より会話が弾んでいました。 

394 １年 勉強にスムーズに取りかかれるようになった。 

395 １年 

お正月休み、ノーゲームはある程度がんばれたと思いますが、ノーテレ

ビは難しい！でも、本人も努力はしていた。周りにいる家族が協力しな

いと。 

396 １年 よく頑張ったね。ゲームの時間がほとんどやらなくてすごいね。 

397 １年 いつもよりゲームの時間が少なかったので、良かったと思います。 

398 １年 テレビを見る時間が前より少なくなっていると思います。 

399 １年 休みの間だけでなく、これからも続けていってほしいです。 

400 １年 
子供の方から時間を決めてやるようになりました。 

 

401 １年 
冬休みの間１回もゲームをすることなく、過せたのでよかったと思いま

す。 

402 １年 
実施できた日は少なかったのですが、実施できた日は、外でサッカーの

練習をしたり、体力の向上につながると感じました。 

403 １年 

ノーテレビ・ノーゲームを意識しているようですが、なかなか実行する

のは、難しいようです。ルールを決めて実行できるように努力している

ところです。 

404 １年 ゲームの時間がなくなったことにより就寝時間が早くなった。 
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405 １年 

年末年始は、テレビを見る時間が長かったように感じられます。寒い事

もあり家の中で過ごす時間が長くなりがちなので、そうした時間に勉強

する、本を読むなど自ら工夫をして時間を過ごすことを心掛けて欲しい

と思います。 

406 １年 

テレビについては、全く見ないという事は出来ませんでしたが、勉強中

は基本的に消した状態で行いました。ゲームも普段はやりませんが、親

せきの家に行った時のみ行う事はありました。学校のある時とは違うの

で、テレビやゲームを全くしないという事は、難しいと思います。 

407 １年 

ほぼ毎日、ゲームをやっていました。ノーテレビ・ノーゲームは、守れ

ていませんでした。１日でも、自分自身で決めて実行してほしかったで

す。 

408 １年 
ノーテレビ・ノーゲームの日は、トランプやボードゲームなどを一緒に

遊んで過ごせました。楽しかったです。 

409 １年 
やはり、テレビも見てたし、ゲームもしてました。前よりはゲームをし

なくなったので良かったと思います。 

410 １年 
時間を決めてやることで、見ない時間に宿題やお手伝いなどに取り組む

ことができた。 

411 １年 
チャレンジに取り組めるように気にしていました。見たい時も少しはガ

マンをして本読み等をしていました。 

412 １年 食事や勉強の時間が集中して行える為、短時間でできた。 

413 １年 
テレビをつけていないと家族の会話が弾みます。 

 

414 １年 
時間を決めてはいません。テレビを見る時は、だいたい親といっしょで

テレビはつけません。自分でもそのへんは、わかっていると思います。

415 １年 
ノーテレビ・ノーゲームの代りに何をするか考えるのに苦労するので、

具体的な課題を与えてほしい。 

416 １年 

ゲームを始めるとダラダラと時間を過ごしがちでしたが、ノーテレビ・

ノーゲームにチャレンジした事により、時間を有効に使っていた様な気

がします。勉強も集中して行っていました。 

417 １年 

ＴＶの時間は、０時間とはいかなかったが、ゲーム時間は冬休みの間０

時間でした。その分、本をたくさん読めたと思います。今後は、ＴＶの

時間をもう少し減らしてもいいかなと思います。 

418 １年 

リビングでは、いつもテレビがついている状態だったのですが、今回の

チャレンジでテレビをつけずに読書の時間を作ってみました。とても新

鮮でした。今後も、テレビをつけない時間を作っていきたいと思いまし

た。 



 

- 52 - 
 

Ｎｏ. 学年 感      想 

419 ２年 勉強する時間が増えたので良かったと思います。 

420 ２年 

冬休みは楽しい番組が沢山あって嬉しい反面、時間を決めて見るのが大

変でしたね。ゲームも時間が沢山あってやめるのが、難しかったようで

す。 

421 ２年 

１日中、部活や塾の日は、自然とテレビを見る時間は少なかった。お正

月や１日中休みの日は、長い時間テレビを見ていました。ゲームはあま

りしなかったです。 

422 ２年 

部活動を平日、休日ともしっかりやっていて“へとへと”になりながら

帰宅しても勉強を頑張り、テレビを見る時間そのものがありません。な

ので、親としては冬休みくらいは、テレビを見せてあでたいと思いまし

たが、習慣づいているので、けじめのある生活をしていました。もとも

とゲームはやらないので、我家では、ノーテレビ・ノーゲームについて、

特に意識する必要性がありません。 

423 ２年 

特に年末年始は見たくなるテレビ番組が多いので、ノーテレビの取組み

は難しいと思いました。冬休み全体では、テレビの時間を考え、見る時

は見る、見ない時は見ないというめりはりのある生活ができたと思いま

す。 

424 ２年 

うちの子の場合は、テレビはほとんど見ず、パソコンに夢中になってい

ます。ゲームもほとんどしません。ですから是非ともノーテレビ・ノー

ゲームに加えて、ノーパソコンもお願いします。 

425 ２年 

その日にあった出来事を話しながら、食事をする事で部活動の様子や友

達との関わり合いなどを知る事が出来て、親としては有意義な時間だと

思います。今後も継続していきたいと思います。 

426 ３年 

今年は受験なので年賀状は出さない予定でしたが、予定は未定で、年賀

状を書いていたので、見せてもらったら、めちゃくちゃ上手にデコれて

て、びっくりしました。テレビを見ないで集中できたことなので、とて

もよかったと思います。 

427 ３年 
ノーテレビ・ノーゲームをすることで勉強の時間が増え、とてもよくで

きたと思います。 

428 ３年 ノーテレビは大切だと思いました。勉強も集中してできていました。 

429 ３年 

普段からゲームはほとんどしませんが、テレビは見ていなくてもつけて

しまっているので、勉強や何かをやっている時は集中してやる為にもノ

ーテレビを続けてほしいです。 

430 ３年 

ノーゲームに関しては、以前よりはゲームをする回数・時間が減って来

た為か家族が注意する事も減ったように思います。テレビに関しては、

正直、外出している時以外は、ほとんど見ているような感じです。 
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Ｎｏ. 学年 感      想 

431 ３年 

ゲームをする事はなくなったけど、テレビを見ている時間は多い様です。

でも、前みたいにダラダラ見ているのではなく、見たい番組を選んで見

るようになった様に思われます。 

432 ３年 

受験があるせいかテレビを見ている時間はない感じで、テレビを見るの

をやめるというより、見る必要がない感じでした。ゲームはもともとや

らないので特に感じることなし。 

433 ３年 テレビを見ず、勉強していて驚きました。 

434 ３年 ノーテレビ・ノーゲームすることで勉強する時間が増えて良かった。 

435 ３年 
最初は息子も大変そうでした。しかし、慣れてくるとゲームをしなくて

も普通になっていました。 

436 ３年 
普段の生活の中に取り入れる事によって、勉強に集中してやっていまし

た。 

437 ３年 
受験生ということもあり、ゲーム時間を減らして勉強を少ししていたみ

たいです。 

438 ３年 
子供は、比較的に抵抗なく行っていましたが、大人の方が習慣になって

いる部分があり、なかなか難しく感じました。 

439 ３年 
家に居る時は、家族がテレビを見てしまう為、なかなかできないようで

す。 

440 ３年 以前より家の中に笑い声が多く聞こえるようになったと思います。 

441 ３年 

冬休みに入り、すぐに塾の「冬期講習」が始まり、ＴＶ、ゲームをする

時間がなくなったようだ。中３の冬休みは、勉強を計画的に取り組んで

いるようでした。残り少ない中学校生活を『ノーＴＶ・ノーゲーム』を

心掛けて悔いのないように送ってもらいたいと思う。 

442 ３年 
いつもとは違いメリハリのある生活で勉強をかなりの時間やっていたの

で、良い運動だなって思いました。 

443 ３年 

ニュース情報も新聞記事を読むことで、内容を再度確認するきっかけに

なった。家族との会話が多くなり、出来事など情報の共通理解ができる

様になって嬉しく思う。雑音のない時間がとても心地良いと感じられ、

ゆとりのある生活に変化してきた。 

444 ３年 ノーテレビ・ノーゲームをやることで勉強時間が増えて良かったです。

445 ３年 
テレビを見る時間がかなり少なくなったと思います。家族の人がテレビ

を見なくなり、とても良い感じになった気がします。 

446 ３年 
ノーテレビ・ノーゲームをやることで家での勉強の量が増えたと思いま

す。 

447 ３年 
勉強中などはテレビを見ないでやった方が頭に入るのでいいと思いま

す。 
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Ｎｏ. 学年 感      想 

448 ３年 
新聞や本を読む時間が増え、ゆったりとした一日を過ごす事ができまし

た。 

449 ３年 
テレビをだらだらとつけないと他のことに時間を使えて、考えるように

なった。 

450 ３年 

受験生という事もあり、楽しいＴＶが多い中でも、見る時間が少ないと

感じています。ＴＶがついていても、家族内での会話があり、仲良く過

ごせている事を嬉しく感じています。冬期講習などで家にいる時間が少

ないのもあったかもしれませんが… ノーゲームを意識しすぎなくても

良いのではと思います。 
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「ノーテレビ・ノーゲームをして」 

木原小学校 六年 女子 

 私はノーテレビ・ノーゲームをして良かったことが八つあります。 

 一つ目は勉強をする時間が増えたことです。ノーテレビ・ノーゲームをすると勉強をする時間

が増えました。苦手な社会を勉強できて二学期のまとめのテストでは良い点数がとれました。 

 二つ目は家族との会話が増えました。食事の時に消すだけでも、一日の出来事も話したり出来

るので会話がはずみました。これからも食事の時はテレビを消したいと思います。 

 三つ目は外で遊ぶ時間が出来ました。ノーテレビ・ノーゲームをするまえは家でテレビを見て

おかしを食べていたけど、ノーテレビ・ノーゲームをすることで外で遊べて体力も付きました。 

 四つ目は読書をする時間が増えて文を読む力がついて、理解力がつきました。なので私は、本

を読むことが好きになりました。 

 五つ目はお手伝いをする時間が増えました。今まではテレビを見ながら宿題をしていました。

でも、今は家のお手伝いをする時間が出来て、弟とお母さんのお手伝いをしたり、お父さんのマ

ッサージをしました。 

 六つ目は家族とお出かけをする時間が増えた事です。テレビやゲームをしない事で時間が出来、

家族と出かける機会が多くなりました。 

 七つ目はノーテレビ・ノーゲームをする事で友達と遊ぶ時間ができました。友達と遊ぶ時間が

増えると、今までも仲の良い子とさらに仲が良くなりました。 

 八つ目はおじいちゃん、おばあちゃんに会える機会が増えた事です。おじいちゃんとおばあち

ゃんに会って学校の話をしたりするのが楽しみになりました。 

 このようにノーテレビ・ノーゲームをする事で良い事がたくさんできるようになりました。な

ので、これからもノーテレビ・ノーゲームを続けていきたいと思います。 

 

 

 

   「ノーテレビ・ノーゲームを行って」 

大谷小学校 六年 女子 

 私は、「ノーテレビ・ノーゲーム」を行って、四つのことが分かりました。 

 一つ目は、家族との会話が増えたことです。少しテレビやゲームをやめることで、ニュースで

報道されていることの話や最近あったできごとについて話すきかいが多くなり、家族とのコミュ

ニケーションがとれるようになったことが分かりました。 

 そして、二つ目は勉強に集中するのが多くなってきたことです。私は、勉強するのが大きらい

で、ゲームをよくやるようになりました。でも最近は、「早く勉強をおわらせて、明日いっぱい

ゲームをしよう！」という考えを持ち始めたので、勉強に集中して、取り組めるようになりまし

た。学校が始まってからも、帰ってから、宿題を済ませるという意識をもって、ノーテレビ・ノ

ーゲームを行いたいです。 

 次に分かったことは、手伝いをすることです。私の家は、おこづかい制なので、だれよりもが

んばろうとしますが、どうしても、テレビやゲームをやめられない時があります。でも、「ノー
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テレビ・ノーゲーム」をやっている時は、お手伝いをする前から、テレビ・ゲームをつけていな

いので、すんなりお手伝いができました。しかも、夕飯の前の買い物も、テレビ・ゲームをつけ

ていないので、すぐ家を出ることができます。なので、やっていて良かったと思いました。 

 最後に分かったのは、家族の絆です。私は、今までなるべく多く、「ノーテレビ・ノーゲーム」

を行っていたので、行った分だけ、絆がふかまったと思います。でも、今は百パーセント中のま

だ五十パーセントくらいの絆です。なので、もっと、もっと「ノーテレビ・ノーゲーム」をがん

ばって、うらやましがられるような家族になりたいと思います。 

 他の人がどう思っているかは、分かりませんが、私は、「ノーテレビ・ノーゲーム」がいい企

画だと思いました。 

 

 

 

「ノーテレビ・ノーゲーム運動に参加して」 

大谷小学校 五年 女子 

 私がノーテレビ・ノーゲーム運動に参加して変わったと思う所は五つあります。 

 一つ目は、友達と遊ぶことです。前はテレビやゲームがしたくて友達とはたまにしか遊ばなか

ったけど、ノーテレビ・ノーゲームをやることで、テレビを見ていた時間やゲームをしていた時

間は友達と遊ぶ時間となりました。 

 二つ目は、お母さんと料理を作ることです。テレビを見たりゲームをしていた時間にゆとりが

でき、料理を作ることがとても増えました。料理を作る事はとても楽しいので、良い習慣となり

ました。 

 三つ目は、家族と遊ぶことです。前から家族とは良く遊んでいたけど、前よりももっと遊ぶ時

間が増えました。それに、楽しく遊べるので時がたつのを忘れてしまう位でした。 

 四つ目は、勉強する時間です。テレビを見る時間やゲームをする時間を考えずに勉強出来るよ

うになりました。なので、毎日、１時間３０分から２時間３０分は勉強しています。 

 五つ目は、お手伝いをすることです。前は自分から進んでお手伝いをしようとは思わなかった

けど、今は自分から進んでお手伝いをしています。ノーテレビ・ノーゲームをやることにより、

心の変化もあったと思います。これからも続けていきたいです。 

 最後に、みなさんにもやってほしいことは、全国各地にノーテレビ・ノーゲームはとても良い

ことだということを広めてほしいと思います。そして、このすばらしいことをだれでも出来るよ

うになってほしいです。始めは大変かもしれませんが、家族とも相談し、やることを決めて、そ

れを習慣にしていけば、きっと大丈夫だと思います。 

 ノーテレビ・ノーゲーム運動に参加して本当に良かったと家族も私も心から思っています。 

 

 



 

- 58 - 
 

「ノーテレビ・ノーゲームの取り組みについての感想」 

木原小学校 六年 男子 

 最初ノーテレビ・ノーゲームなんて絶対に無理だと思いました。今まで、好きな時にテレビを

見て、好きなだけゲームして、お母さんから怒れたりしていましたが、テレビを見ないでゲーム

もしないなんてぼくの中では、想像もつきません。 

 そこで、お父さんとお母さんと話し合い、ぼくの家では、まず最初テレビを見る時間を決める

ことにしました。（１）食事中はテレビを見ない。（２）一日でテレビを見る時間は二時間まで、

二時間の内ならゲームでもいいことにしました。この二点のことを約束事にしてはじめてみまし

た。最初うちは二時間もあるからいつでもテレビを見られるし余裕だと思いましたが、いざ始め

てみると、二時間はあっという間に過ぎ、一日の時間が終ってしまいます。サッカーの試合や映

画などは最後まで見れませんでした。面白いテレビも途中で終わり、消されてしまいます。そう

するとお母さんとけんかになり宿題もやる気にならなくなります。 

 でも、それではいけないなと思い、どうすればテレビを見ることが出来るか考えました。そこ

で考えたのは、その日の見たいテレビ番組を決めて、その番組が放送している時間だけテレビを

つけることにしました。それ以外にゲームもしましたがあまり熱中しているとテレビを見る時間

が少なくなってしまいます。なので夜の時間は見たいテレビが始まる前にお風呂に入り、夕食を

すませて、宿題をやることにしました。 

 やってみると七時からテレビが見たいから宿題を三枚終わらせようとか、ここまでやったらご

飯食べちゃおうとか、思うと結構集中して勉強が出来てはやく終わらせることができたと思いま

す。 

 ぼくは今回のノーテレビ・ノーゲームをつづけて、この生活をいじ（維持）していきたいです。 

 

 

 

「ノーテレビ・ノーゲームの感想や意見」 

安中小学校 六年 女子 

私が初めて「ノーテレビ・ノーゲーム」と聞いて「こんなのできるかなあ？」と思っていまし

た。でも一回「ノーテレビ・ノーゲーム」にチャレンジしてみると、家族でやることがたくさん

増えました。 

まず一つ目は、お母さんの料理の手伝いをするのが、多くなったので料理をするのが、楽しく

なったということです。理由は、私はお母さんが料理を作っているときはいつもテレビを見てい

たり、ゲームをしていたりしています。でも「ノーテレビ・ノーゲーム」なのでテレビやゲーム

ができません。なので、自分でおかしを作ったり、ごはんを作ったりするようになりました。そ

れでおかし作りにハマッてしまいました。それで作ったおかしは、チョコシフォンケーキ２回と

プレーンシフォンケーキ、ドーナツ、マドレーヌです。まだ少しだけだけれど、これからはもっ

とおかしやごはんを作ったり、手伝ったりしたいなあと思いました。 

 次に二つ目は、家族との話が増えたということです。理由は、いままではずっとゲームなどに

集中してしまい、家族がみんなでしゃべっているときにも一人だけゲームなどをしていました。
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でも、「ノーテレビ・ノーゲーム」にチャレンジしてみると、家族に今日あったことや楽しかっ

たこと、などを話せるようになりました。うれしかったです。 

 でも、ちょっとだけ「ノーテレビ・ノーゲーム」に反対するときもあります。それは、テレビ

にもゲームにも頭を使うものがあると思います。テレビには、問題が出てくるのでそれを自分も

考えればいいと思います。ゲームもです。問題に答えればいいと思います。それはそれで、勉強

になると思います。 

 「ノーテレビ・ノーゲーム」にはちょっと反対だけど、２つもいいことがあったのでそれは良

かったなあ…と思いました。 

 

 

 

「ノーテレビ・ノーゲーム」 

木原小学校 六年 女子 

 私は、ノーテレビ・ノーゲームを聞いた時、毎日、テレビやゲームをしていたので、私にでき

るかなと思いましたが、３月１１日の地震の時は、停電になり、テレビもゲームも見れず、すご

したことを思い出しました。 

 ３０分でも１時間でもテレビやゲームを見ず、勉強をしたり、本を読んだりしようと思いまし

た。最初は、なかなか続かなかったのですが、親から言われてやらなくっちゃいけないのかと思

いました。私は、まずは、宿題をやるときにテレビをけしてやることにしました。いつも、テレ

ビをみながらやっていたので、字もきたないし、宿題もなかなか進まなかったです。でも、テレ

ビをけしてやると字もきれいになって、宿題もやるようになりました。ゲームもあまりやらなく

なりました。そのせいかわかりませんが、二学期は、少しせいせき（成績）も上がりました。家

の人もノーテレビ・ノーゲームのおかげかなといいました。私もそうかなと思いました。 

このごろは、家の人もテレビを見ないで本をよんだり、おはなしをしたりするようになりまし

た。家族でわらったりして、たのしいかいわ（会話）もふえました。このはなしをきいたときは、

なんでこんなことをしなくっちゃいけないのかと思いました。いままでのアカデミーは、楽しい

ことばかりだったのにこんかいは、参加するのもいやになりました。でも最後に、東京ディズニ

ーリゾートにいけないとかいてあったので、やらないといけないと思ったのが本当のきもちです。 

 でも、ノーテレビ・ノーゲームをやってみると私は、やってよかったと思いました。 
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「ノーテレビ・ノーゲーム」をやって 

安中小学校 五年 女子 

 私は、「おと年までは、やっていなかったのになんで去年から美浦村でノーテレビ・ノーゲー

ムというものをやるしかないんだろう？」と思っていました。 

 そしてある日、学校でノーテレビ・ノーゲームの手紙が配られました。そこにはたくさんのこ

とが書いてあって、例えば私が最初に疑問に思った、「なぜ今、ノーテレビ・ノーゲーム運動を

始めたのか」ということがありました。このごろ、家で長時間しかも夜遅くまでテレビを見てい

たり、ゲームをしたりしている子供がたくさんいるそうです。テレビやゲームは、脳や目に良く

ない影響を与えたり、健康な人間形成をゆがめたりします。これを心配したのが、子供の治療や

保護者の心配事にかかわってきたお医者さん達でした。そのお医者さんが、全国の子供の親達に

向けてよびかけをしたり、『全国学力・学習状況調査』で、長時間テレビを見たりゲームをして

いる児童生徒ほど成績がよくないという結果などからノーテレビ・ノーゲーム運動が始まりまし

た。 

 そのことを知って私は、「お医者さん達のよびかけや調査の結果などからこの運動を始めるこ

とにしたんだ～！！」と思いました。 

 そして家でノーテレビ・ノーゲーム運動をやったけど、あまりうまくいきませんでした。だら

だらテレビを見たり、ゲームもたくさんやったりしてしまったからです。でもノーと言っても見

てはいけないとかそういうことではなくて、自分のペースでだんだん少なくしていき、見ない、

やらない時にはできるだけ「省く」ということに気がつきました。いつもどおりテレビを見たり、

ゲームをしたりはしているけど、さっきのことを気を付けてやっていたら、自然に時間が少なく

なっていました。それに、「ノーテレビ・ノーゲーム」をまじめにやった家や子供にどんな変化

が見られたかを調査してきたことを調べてみると、たくさんのいいことがあったと書いてありま

した。家族どうしの会話が増えた、生活にメリハリができた、自分がやりたいことに集中して取

り組むようになったなど、十ニ個のっていました。私はその中で、本を読むことが多くなった、

集中して勉強するようになった、の二つができるようになりました。 

 これからも、テレビを見る時間が少なくなるよう、ゲームをする時間を短くできるように計画

を立てて努力していきたいです。 

 

 

 

「ノーテレビ・ノーゲームを行って」 

大谷小学校 六年 女子 

 私は最初、ノーテレビ・ノーゲームは一切テレビやゲームを見たりしたりしてはいけないのか

と思いました。でも、最近になって、村でノーテレビ・ノーゲームのことが広まってきて、テレ

ビやゲームの時間を減らして、家族で話す時間を増やそうということだと分かりました。 

 ノーテレビ・ノーゲームで、自分で出来ることと家族みんなで出来ることを考えてみました。

まず、最初に自分でできることは、テレビやゲームの時間を減らすことです。その減らした時間

を何に使うかと言うと、家のお手伝いやそうじをしたり、本を読んだり、自転車で友達と遊びに
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行ったりたくさんのことができます。 

 家族で出来ることは、車で遊びに行ったり、食事中はテレビを消したり、ゲームをする時間を

決めて、時間を計ってもらったりすることで家族と話す時間や、外出したりする時間が増えると

思います。 

 次は家で実際にやってみて感じたことです。テレビの時間を減らしたら、本を読んだり、スノ

ーボードやスキーの板やストックのお手入れをしたり、家族で話すことが多くなりました。そし

て、テレビの時間を減らすことに成功しました。 

 でもゲームはなかなか減らすことができませんでした。ゲームの中でも一番多いのがＤＳです。

ＤＳはたくさんのカセットがあるから、面白くてついたくさんやってしまうのでゲームの時間を

減らすことに私は失敗しました。 

 最後にノーテレビ・ノーゲームを体験した感想を言います。最初は、ノーテレビ・ノーゲーム

はとても難しくて、絶対に出来ないし、やる気があまりなかったけれど、思ったより簡単で身近

にあるもので楽しむことが出来ることが分かったので良かったと思いました。そして、テレビと

ゲームの時間を減らせば、いつもとはちがった生活が送れることが分かりました。 

 

 

「ノーテレビ・ノーゲーム運動」 

安中小学校 五年 女子 

 私がノーテレビ・ノーゲーム運動をする前までは、勉強をする時いがいは、一日中テレビをつ

けっぱなしにしていることがおおかったので、初めノーテレビ・ノーゲームの話しを聞いた時、

私にできるか、しんぱいでした。 

 テレビが、ついていることが、あたりまえの生活だったから、テレビを見ないで、いられるか、

じしん（自信）もありませんでした。 

 ノーテレビ・ノーゲーム運動が始まった一日目は、勉強するいがい、食事中テレビをつけない

ことで、家族での会話もふえたし、ゆっくり食事をすることもできました。二日目いこうは、勉

強、食事いがいの時間もテレビをつけず、家族でトランプやウノなどテレビ・ゲームいがいのゲ

ームをして遊びました。テレビを見ない時間を作ることで、ふだんは、ずっとテレビの前にすわ

っていて、時間が、すぎてしまうけど、テレビをつけないことで、家族の手伝いなどができまし

た。 

 この運動をしたことで、初めは、ノーテレビ・ノーゲームなんて、できるかしんぱいだったけ

ど今では、テレビを消している時間の方が長くて、家族と話をしたり、トランプなどで遊び方が

多くなっているので、ノーテレビ・ノーゲーム運動をしてよかったと思います。 

 これからも、私なりにノーテレビ・ノーゲームを続けられるようなど力（努力）をしていこう

と、テレビは、一日一時間、ゲームは、休みの日に一時間までと決めて続けていきたいとおもい

ます。 

 私にとってあたり前だったテレビを見なくても、楽しい時間をすごせることや、家族と会話が

ふえたことが、私は、とっても、うれしかったので、ノーテレビ・ノーゲーム運動をして、ほん

とうによかったと思います。 
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「ノーテレビ・ノーゲーム」を実施して 

大谷小学校 六年 女子 

 わたしは、夏休み「ノーテレビ・ノーゲーム」を実際に体験してみて、びっくりしたことや、

これからもつづけていきたいと思ったことなど、気づいたことがいっぱいあります。 

 一つ目は、家族との時間がふえたことです。いままで、家族と同じ空間にいても、その中でゲ

ームをしていたので、かいわ（会話）がなかったのですが「ノーテレビ・ノーゲーム」をやって

私も、そして家族も生活のリズムがどんどんかわっていきました。 

 二つ目は、読書がふえたことです。いままでゲームをやっていたじかんに読書をしました。私

はもともと本を読むことが好きだけど、ゲームの時間をすこしへらすだけでもこんなにしずかに

生活することができる！！と思ってびっくりしました。これからも読書の時間もふやしてしずか

に生活していきたいと思います。 

 三つ目は、これからの目標です。私は、最初は、夏休みが終わったらこのとりくみも終わりで

いいと自分の中でおもっていたけど読書の時間がふえるのはすごくいいことだと思うので、これ

からは、美浦村教育委員会の目標になっている「テレビとゲーム 遠ざけつくる わが家の和と

輪」という目標に向かってもっともっとつづけてもっともっと読書のじかんをふやしていけるよ

うに、どりょく（努力）していきたいと思います。 

 四つ目です。この「ノーテレビ・ノーゲーム」の体験をして、いいことばかりだし、生活のリ

ズムもかわって正しい生活ができることがわかったのでもっと「ノーテレビ・ノーゲーム」につ

いてまなび、体験をくりかえして、きそくただしい生活を身につけていきたいと思います。これ

からも、もっとつづけていけることなので体験してよかったです。 

 

 

 

「ノーテレビ・ノーゲームについて」 

安中小学校 六年 女子 

 私は、ノーテレビ・ノーゲーム運動はできませんでした。でも、宿題をする時はテレビもゲー

ムもしないでできました。でもふだんは、テレビを一時間以上見てしまったし、ゲームもたくさ

んしてしまいました。やろうとは思っているのですが、なかなか行動にはうつせないものだと思

いました。これからはできるだけ、ノーテレビ・ノーゲーム運動をやっていきたいと思います。 

 ノーテレビ・ノーゲーム運動に対しての意見は、テレビやゲームでいろいろなことを知ること

ができるので少しは見たりしてもいいのではないかと思います。私がテレビやゲームをしていて

知ったことはたくさんあります。たとえば、クイズ番組を見ていれば、習っていないことを覚え

ることができます。また、テレビを見ても分からないことがあれば、家族の人に教えてもらい、

分かることができます。ゲームでも知ったことがあります。ゲームの中でも戦うものじゃなく、

脳トレのゲームもあります。私は脳トレをやっていると分からないことがでてきます。あとで、

答えを見てみたら、こうやって解くんだな、と納得できました。他にも落札という言葉や株価と

いう言葉など、難しい言葉を知ることができました。 

 私が経験したように、テレビやゲームでいろいろな知識を持つことができます。学校の授業で
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は教えてくれないことも、テレビでは教えてくれます。また、テレビを見ることで家族ともたく

さん、楽しく話をすることができます。たしかに、テレビやゲームをしなければ本を読んだり、

勉強をして学力は上がると思います。テレビやゲームも長時間見るのはダメだと思います。でも、

テレビやゲームをやり、いろいろなことを知ることができるし、楽しいと思うので、長時間見た

りやらなければ、テレビやゲームを見たりしてもいいと思います。 

 

 

 

「ノーテレビ・ノーゲームを体験して」 

安中小学校 五年 女子 

 私がノーテレビ・ノーゲームを体験して、変わったことがあります。 

 まず一つ目は、ゲームをする時間が減ったということです。体験する前は、時間など気にせず

にやっていました。だけど体験してきちんと時間を決めてやるようになりました。それに、ゲー

ムをやる回数もけっこう変わりました。 

 二つ目は、本を読むようになりました。毎日一冊以上読むようになりました。テレビを見ない

ときやゲームをやらないときは、本を読んでいました。 

 三つ目は、テレビの見る時間が減ったことです。見たいテレビ番組がやっていないときは、テ

レビを消すようになりました。ノーテレビは、節電にもなるので役に立ちます。 

 四つ目は、外でいっぱい遊ぶようになりました。テレビを見ない時は、外でいっぱい遊ぶよう

になりました。ノーテレビ・ノーゲームを体験する前は、テレビを見てばっかりで外は、寒いか

らやだとか思ってぜんぜん外であそびませんでした。でも、ノーテレビ・ノーゲームを体験した

ら、外で何時間もあそぶようになりました。今では、外であそぶのは大好きです。 

 五つ目は、勉強をいっぱいやるようになりました。すごくつまらなくなったときは、自分から

勉強にとりかかることがもっと多くなりました。 

 六つ目は、お手伝いをすることが増えたことです。すごく見たいテレビがある時は、やらない

けど、さいきんは見たいテレビがないのでいっぱいお手伝いをしています。これからも、お手伝

いをして、ノーテレビをちょうせんしたいです。 

 ノーテレビ・ノーゲームは、いやなときもあるけど、ノーテレビは、役に立つこともあるので

いいと思います。これからも、ノーテレビ・ノーゲームをちょうせんしたいです。もっともっと

テレビ・ゲームのやる時間がへるといいです。 
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「ノーテレビ・ノーゲーム」 

木原小学校 六年 男子 

僕は、家で週に三度、「ノーテレビ・ノーゲーム」をしています。僕はテレビを見ず家族みん

なで話しをしたり、ラジオをきくことがふえました。いつもはごはんを食べてる時にはテレビを

見ていたころとちがって食べている時に、 

「今日は何があったの？」 

など聞かれたりします。 

 それから週に三回だったのが四回に増えました。前まで「ノーテレビ・ノーゲーム」をやって

いたら、退くつなんじゃないのかなと思っていましたが、いがいと楽しいなと思い今もやり続け

ています。 

 「ノーテレビ・ノーゲーム」に取り組んだきっかけは「宿題」でした。理由は六年生になると

宿題が多くなってきたのでテレビもゲームもやっているヒマが無いし学校のビストロ学習もや

っているからです。「ノーゲーム」のたいしょ法としては、電気を使わないトランプ・ウノなど

をやり、友達とあそぶ時はカードゲームをしてあそんでいます。なので、「ノーゲーム」をして

もヒマではありません。そして、「ノーゲーム」をして変わったことと言えばゲームが二週間に

三回にまで減っていたり、ゲームを売ったりしました。ゲームをやらないことで毎年下がってい

た視力も落ちず、学力も少し上がったりもしました。 

 こうして「ノーテレビ・ノーゲーム」をやり続けたことは自分にとってもいいことだったし、

地球にとってもいいことだということがわかりました。なので、これからも家族や友達みんなで

「ノーテレビ・ノーゲーム」をがんばってやり続けてみます。 

 

 

 

「ノーテレビ・ノーゲームをやって」 

大谷小学校 六年 女子 

 私は、最初「なんでこんなめんどっちい活動なんかしなくちゃいけないんだ」と思って、ちょ

うどそのころすごくゲームにハマっていて「ふざけんな、なんでだ～」などと言ってました。そ

して、まあだまされたと思ってテレビを６時間、ゲームを２時間と、いつもの３分の１にしてや

ってみるととってもたいくつでした。 

 そして、悪むがおそいかかるかのように、学校の夏休みの宿題にも、「ノーテレビ・ノーゲー

ムに参加しよう」みたいな感じの宿題が出て、あたりまえに夏休みの宿題も多いのでちょうどい

いと思いました。 

 そして、夏休みの宿題に取り組んでみたら１日にテレビ６時間が４時間弱位になり、３分の２

位になり、ゲームはぜんぜんやらなくなりました。 

 そして、夏休みの宿題が終わったら、またリバウンドになるかと思っていたけれども、りゅう

がさき（龍ヶ崎）にいる、いとこのおせわでテレビを見るひまが、なくなったので、りゅうがさ

き（龍ヶ崎）にいた一週間弱は、テレビもゲームもぜんぜん見なかったので、なんだかウソみた

いな気分でした。 
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 でも、その後、自分の家に帰ったら、やっぱりリバウンドみたいのをしてしまい、テレビを５

時間、ゲームを１時間３０分位と自分できめた目標ギリギリまでのリバウンドをしてしまいまし

た。 

 でも、その後は、テレビなどを録画して見ることにしました。なぜなら録画したのだったらＣ

Ｍをとばすこともできるし早送りにしてたくさん見れるし、時間も短くすることができたのでよ

かったです。 

 そして、今思ってみると、最初の気持ちと今の気持ちを、くらべてみると、なんだか天と地ほ

どの差あるなあと思いました。 

 そして、これからも少しずつテレビやゲームの時間を短くしていきたいと思います。 

 

 

 

「ノーテレビ・ノーゲームをやってみて」 

木原小学校 六年 女子 

 私は、さいしょは、火曜日を見ない日にしていたのですが、今は、勉強中は、まったくテレビ

を見ずにやっています。 

 私は、このノーテレビをやって、思ったことが４つあります。 

 １つ目は、時間です。１人でいると静かなので、時間がとても、長く、感じられます。 

 なので、算数をくり返し、練習することができました。また、最近、新聞など読んでいるので、

ゆっくり読むことができてとてもよかったです。ピアノや、水泳にもよくいくことができました。

できた時間でピアノの練習をしたり、ふとんの上で、およいでみたりしました。こんな時間が、

生活に２～３時間は、必ようだと思います。 

 ２つ目は、体調を整えることです。時間がふえると、すいみん時間が増えるので、とても体調

が、整えやすくなります。体調を整えることが、１番だと思います。 

 ３つ目は、本を読む時間が増えたことです。私は、学校で借りた本をすぐに読んでしまいまし

た。私は、もっと読みたいと思いましたが、かりに行く時間がなかったので、読めませんでした。 

 ４つ目は、朝、早起きすることです。よるねるときにテレビを消すと、すぐねむれます。そし

て、朝早くおきるので、集合まで、ゆっくりできます。 

 ５つ目は、犬と遊ぶことができることです。早く宿題がおわると犬のいるところに行くのでた

まに行っていやされます。犬が、家にいると、はしりまわるので、とてもカワイイです。いつか、

テレビを消して犬と遊んでみたいです。 
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「ノーテレビ・ノーゲーム運動の感想」 

大谷小学校 五年 女子 

 私は、ノーテレビ・ノーゲーム運動をやってテレビとゲームをやる時間が減りました。それに

よってしりょく（視力）が落ちなくなりました。いつもテレビを見ている時間は、自転車に乗っ

たり、なわとびをしていました。ゲームの時間もトランプやウノをやるようになりました。今ま

では、テレビを見ている時間が平均８時間だったけれど５時間になりました。それに、ゲームの

時間も１時間３０分だったけれど、最長５０分になりました。ほとんどの日は０分になりました。

私は今までノーテレビ・ノーゲームをしたことは１度もありませんでした。なので、はじめは大

変だったけれど、やりはじめて１週間くらいでノーテレビ・ノーゲームになれてきました。最近

は、私がやりはじめたので、妹も、いっしょにやりはじめました。それに、テレビを見ない分、

勉強をするので、テストの点も上がりました。今ではとても勉強がすきになりました。 

 ３学期に入って家に帰ったら勉強をしてからテレビを見たり、ゲームをするようになりました。

そのおかげで、家庭学習の時間がふえました。それにテレビを見ないでお手伝いする時間ができ

ました。お手伝いをすることで家庭科の時間にならったことを、活かせたり学校で活かせること

ができました。両親や祖母にも今まで以上にほめられるようになりました。さいきんわたしが、

べんきょうやっているのを見て、祖母が「みうちゃんが、べんきょうやってるのひさしぶりに見

れたからすごくうれしいなあ」といってくれました。 

 あと今年の四月から六年生になるのでノーテレビ・ノーゲーム運動をがんばりたいです。六年

生になってからのもくひょうは、テレビを見ていい時間を最長４時間にしたいです。ゲームも同

じくやっていい時間は、最長４０分になるようにしたいなあと思いました。いまやっているけど、

六年生になってもつづけれるようにしたいです。 

 

 

 

「ノーテレビ・ノーゲーム」 

安中小学校 五年 女子 

 私は、ノーテレビ・ノーゲームをやってないときは悪いことがいっぱいありました。 

 １つ目は、夜おそくまでおきていたことです。夜おそくまでテレビを見ていたり、ゲームをし

ていました。 

 ２つ目は、テレビとかゲームを続けて何時間もやっていることです。テレビとかゲームをやっ

てから３時間とか４時間もやっていました。 

 ３つ目は、外に全然いかなかったことです。いつも、パソコンとかゲームをやっていたので外

に全然いかなかったのです。 

 ４つ目は、家族とあまりしゃべらなかったことです。私は、いつもテレビとかゲームをやって

いたのであまり家族としゃべりませんでした。でも、ノーテレビ・ノーゲーム運動をしてからい

っぱいよくなりました。 

 １つ目は、学校でくばられたノーテレビ・ノーゲーム運動の紙で私は、食事中はテレビを消す

と言うことを決めました。なぜかと言うと、食事中テレビを見ているとはしがとまってごはんが
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すすまないからです。あと、テレビを見ながらたべてるとこぼれることがあるからです。でも今

は、テレビを消してからはしがとまらないし、ごはんとかはこぼれないのでよかったなと思いま

した。 

 ２つ目は、夜おそくまでおきてたけどノーテレビ・ノーゲームをやってからは、おそくまでお

きなくなりました。 

 ３つ目は、テレビとかゲームをやってからいつもずっとやってたけど、今は１時間３０分とか

でけっこうへりました。 

 ４つ目は、外に出るようになりました。ゲームとかテレビとか見る時間とかもへったので外に

けっこう出るようになりました。 

 ５つ目は、家族とよくしゃべるようになりました。ゲームとかテレビとかやっていないので家

族との会話もふえるようになりました。 

 このように、ノーテレビ・ノーゲームをやってみて良い事がふえるようになってよかったです。 

 

 

 

「ノーテレビ・ノーゲーム」 

木原小学校 六年 男子 

 ぼくはノーテレビ・ノーゲームを実施して思ったことが五つあります。 

 一つ目はノーテレビ・ノーゲームを実施した所、時間が余り自主学習の時間に使うことができ

たと言うことです。ノーテレビ・ノーゲームを実施すると時間が余ります。なので、時間を有効

に使うことができました。なので、これからも、ノーテレビ・ノーゲームを実施したいです。 

 二つ目は完全にノーテレビ・ノーゲームに実施することができなかったと言うことです。しば

らくゲームやテレビを見てないと、時にゲームやテレビが見たくなってしまいました。なので、

次からは、ノーテレビ・ノーゲームの時間とテレビ、ゲームの時間を使い分けて、最低限ノーテ

レビ・ノーゲームを実施したいです。 

 三つ目は友達がゲームをやっていると、やってしまうと言うことです。友達がゲームをやって

いるとついついやってしまいます。なので、ノーゲームはあまり守ることが出来なかったです。

どうすればいいのか考えた結果、友達と遊ぶ時は遊ぶ、遊ばない時はノーゲームに取り組みたい

です。また、ゲームを長時間行っている場合、友達をさそい外で遊びたいです。 

 四つ目はテレビを見る時間がものすごく減ったと言うことです。ぼくの家は地デジ化していな

いので、見たくても見れませんでした。テレビが見れないと逆にゲームをする時間が増えました。

いつも意識する前にゲームをやってしまいます。テレビはたまに友達の家、親せきの家などで見

ます。なので、たまにしかテレビを見ないので長時間にわたりテレビを見てしまいます。 

 五つ目は、テレビを見ていないと、周りの友達の話についていけないと言うことです。調べる

ためにインターネットを使うので、あんまりテレビを見るのと変わりません。 

 これからは、最低限意識してノーテレビ・ノーゲームに取り組みたいです。 
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「ノーテレビ・ノーゲームについて」 

安中小学校 六年 女子 

 私は、ノーテレビ・ノーゲームをして目標にしたこと事はゲームはしないという事です。最初

は、できるかなと思っていたけれどその目標ができたのでよかったです。 

 ノーテレビ・ノーゲームをして、できなかった事は、テレビを最高でも５時間までという事で

す。初めはできるだろう。こんなのかんたんだよ。と思っていたけどじっさいにやってみたら７

時間とか８時間も見てしまいました。その理由はおじいちゃんの家やおばあちゃんの家に行った

からでした。私は、おじいちゃんやおばあちゃんの家に行くと外で運動せず、中でテレビを見て

しまいます。なので、７時間や８時間テレビを見てしまいます。 

 今回特にがんばった事は、夜や、朝以外はなるべく外で遊ぶ事です。去年や、おととしは外で

遊ばず中でテレビを見ていました。けれど、今年はなるべく外で遊んだり、中で、テレビをつけ

ず宿題をしました。とてもつかれるけど、天気の日は、必ず最低でも３時間は外で遊んでいまし

た。雨の日では、お母さんが仕事に行っている時は、ガレージの中でなわとびをしていました。 

ずっと練習していたら楽しくなりました。兄と天気のいい日は家からかすみがうら、かすみがう

らから大塚、大塚から家へと回って帰ってきました。兄と競争したら、あっさりとまけてしまい

ました。とてもくやしかったです。 

今回体験して良かった事は、家族と会話が増えた事です。テレビをつけずにいる時は、ほとん

ど話していました。今度は、どこでも外で遊ぶようにし、みんなとの会話をもっと増やしたいと

思いました。 

 また、めあてを決め、ふだんの日もノーテレビ・ノーゲームを続けていきたいと思いました。 

 

 

 

「ノーテレビ・ノーゲームにチャレンジして」 

安中小学校 六年 女子 

 私は、ノーテレビも、ノーゲームも、どちらかというと、守れました。だけど、テレビの方が

見る時間が多かったと思います。テレビは、だいだい、夕方から、夜の間に見ます。土・日は、

ときどき朝に見ることもあります。今までテレビを見てて、一番長かった時間は、約二時間です。

でも最近は、学校の宿題や、塾やならいごとでいそがしくてあまり見ていません。見たとしても、

三十分くらいです。でも冬休みになると、一時間くらいは見てると思います。私は、「ノーテレ

ビ」じゃなくて、「少テレビ」なら少しは守れたと思います。私はテレビばんぐみで見るのが多

いのは、「バラエティ」と「音楽」です。ドラマはあまり見ないので、一時間は、見てないと思

います。私が見ているバラエティは、木曜日にやっているので、毎週木曜日は、必ずテレビを見

ています。これからは、もう少し、テレビを見る量をへらしてがんばりたいです。 

 ノーゲームは、自分で守れたと思います。私は、ゲームはあまりやらない方なので、ノーゲー

ムは、楽でした。ゲームは、やる時は、ＷｉｉかＤＳをやっています。でも最近は、Ｗｉｉでは

なく、ＤＳを多くやっています。ＤＳは、どこにでも、持ち歩けるから便利で楽です。でも、Ｗ

ｉｉは、楽しいけど、いろいろと線をつないでセットするのが大変なのでちょっと、やるのに時
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間がかかります。なので、最近はあまりやらなくなりました。でも、ＤＳは、新しいカセットを

買ってもらったので、前よりは少しやるようになりました。でも、ＤＳは、長くても四十分くら

いしかやりません。中学生になると、ゲームなんかやっているヒマもないと思うのでざんねんで

す。これからは、テレビ・ゲームではなく、勉強やならいごとやスポーツをがんばっていきたい

です。 

 

 

 

「ノーテレビ・ノーゲームにチャレンジして」 

安中小学校 六年 女子 

 私は、ノーテレビ・ノーゲームの「ノーゲーム」の方はチャレンジできました。ふだんあんま

りゲームをしないのでゲ－ムをしないようにするのは楽でした。ノーゲームにチャレンジできて

よかったです。 

 学校の授業でゲームはよくないと言っていました。一日３０分ぐらいがよいと言っていました。

でも弟は一日に何時間もやるので「目」があぶないなと思いました。弟がノーゲームを心がける

といいと思いました。 

 ノーテレビは、あまりチャレンジできませんでした。なぜかというと私はテレビを見るのが好

きだからです。弟と逆に私は、テレビを何時間も見てしまいます。ドラマ・バラエティ・アニメ

といろいろ見ます。とくに土・日は月～金よう日までたまった分などがあるので土・日はたくさ

んみてしまいます。 

 テレビといえばパソコンもみるときがあります。最近家ではパソコンを買いました。パソコン

ではちょっとした動画や音楽をみることができ夢中で見つづけてしまうことがあります。 

 やっぱり私にはノーテレビにチャレンジすることができませんでした。 

 でも、私は、今年から中学生です。なので、中学校では部活があるので、夜、帰りがおそくな

ります。あと、中学校では一年に何回もテストをします。なので、テスト勉強などでテレビが見

られなくなるのでノーテレビができるようになると思います。土・日も部活によってやる部活も

あるのでテレビは見れなくなると思います。 

 私は今、冬休みの「ノーテレビ・ノーゲーム」にチャレンジしています。ノーゲームは前と同

じでチャレンジできています。でもやはり、おおみそかスペシャル番組とか正月スペシャルでテ

レビはみてしまいます。 

 でも、今度はノーテレビになるべくチャレンジしたいです。
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「ノーテレビ・ノーゲーム」 

木原小学校 六年 男子 

 ぼくは、ノーテレビ・ノーゲームを最初はなかなか実行できず、ゲームやテレビを見ていまし

た。でも、ジュニアカに参加してからテレビやゲームをしない時間がふえ、家族との会話もふえ、

兄弟で外で遊ぶようにもなりました。そのご、ゲームをやめたら勉強がながくしゅうちゅう（集

中）してできるようになりました。ジュニアカに行ったときは、ゲームをせず勉強もできたので

ジュニアカは勉強のためなんだなと思いました。外で遊んだ時には兄弟たちがけんかもしないで

とてもたのしかったです。家族との会話がよくはずんでたのしかったです。親とも話ができたの

でとてもたのしかったです。 

 まいしゅうやってたんですが、なかなかできなくて、それでかんがえたのは本を読むことです。

本を読みました。本のおかげてノーテレビ・ノーゲームになり、ノーテレビ・ノーゲームができ

るようになりました。ぼくは、本がこんなにたいせつ（大切）なものだと思うようになりました。

ノーテレビ・ノーゲームをつうじて友達かんけいもよくなり、友達と空をみあげるとかしてノー

テレビ・ノーゲームはつづけてぼくは、ここまできました。ぼくは、こうして一週間に一回夜ね

るときにテレビをみないで音楽をきいてねていました。その結果、きいてたきょく（曲）を覚え

てしまいました。 

 ぼくは、そんないいことがあるのがノーテレビ・ノーゲームなんだと思い、そのごノーテレビ・

ノーゲームを続けています。ノーテレビ・ノーゲームをやっていることでもう一ついいことがあ

ります。それはそうじです。ノーテレビ・ノーゲームをやっていればそうじができて家の中もき

れいになるし、そとだってきれいになります。そうじをやることでせいけつになり体もびょうき

（病気）になりにくくなるのでそうじをやっています。ノーテレビ・ノーゲームはたいせつ（大

切）なんだなとぼくは感じました。 

 

 

 

「ノーテレビ・ノーゲームをやって」 

木原小学校 五年 女子 

 私は、このきかくに初めて参加してとてもいいと思ったことがたくさんあります。 

 一つ目は、ゲームやテレビにたよらず家族とふれ合う時間が多くなったからです。前は、それ

ぞれゲームやテレビなどで個人の活動が多く、まとまりのない生活をおくっていましたが、この

きかくに参加し、現在ではテレビやゲームなどの個人活動が減り、まとまりのある家族になりま

した。 

 二つ目は、家庭内での学習量が増えたことです。前までは、帰ったらすぐにゲームやテレビな

どを見たりしてしまい、宿題が後回しになりがちでしたが、現在では帰ったらすぐに家庭学習に

取りくむことができるようになり、テレビやゲームに使っていた時間も有効的に学習時間に使う

ことができ学習量が自然に増え成績が上がるようになりました。 

 三つ目は、体力づくりをして運動量が増えたことです。前までは、室内でのテレビやゲームな

どの活動が多く運動不足になりがちでしたが、現在ではその時間を外で遊ぶ時間にかえ運動不足
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がかい消できるようになりました。 

 四つ目は、自分のしゅ味を見つけることができたと言うことです。私はテレビやゲームなどむ

だな時間をすごしていましたが、現在は、ミニバスに入り仲まといっしょに活動することができ

るようになりました。 

 ノーテレビ・ノーゲームに参加して家族とふれ合う時間が多くなったということ、家庭内での

学習量がふえたこと、運動量がふえたこと、自分のしゅ味を見つけることができたということが

とてもいいと思いました。これからもノーテレビ・ノーゲームをつづけていけばもっともっとい

いことが発見できると思うので、週に一回や二回ぐらいは、ノーテレビ・ノーゲームの日を作っ

てみたいと思いました。そして、家族との時間がもっともっとふえていけたらいいなと思いまし

た。 

 

 

 

「ノーテレビ・ノーゲームについて」 

大谷小学校 六年 女子 

 わたしは、さいしょノーテレビ・ノーゲームをやって、ぜったいテレビやゲームを見たり、や

ったりしてはいけないとおもっていました。でもさいきん、むらじゅうやがっこうでわだいにな

っていてわたしのみみにもそのはなしがはいってきて、ノーテレビ・ノーゲームとはなるべくゲ

ームやテレビをやったり見たりするじかんをへらし、本などを読んだり、じぶんの好きなことを

するじかんを増やしたり、じかんをゆうこうてきにつかうということが分かりました。 

 わたしのもくひょうは、しょくじちゅうはテレビを消すことにしました。 

 一つ目の理由は、テレビを見ながらしょくじをすると、かぞくのかいわがへり、あまりかぞく

とかいわをするじかんがなくなって、おかあさんとおとうさんはよるまでしごとをしているので、

それだとよけいにかぞくのだんらんが減ってしまうと思ったのでテレビを消すことにしました。 

 二つ目の理由は、テレビやゲームをやったり、見たりすると、目が悪くなったり、健康にもよ

くないし、子供がテレビやゲームを見たりやったりすると、キレやすくなるといううわさを聞い

たことがあるので、テレビを消そうと思いました。 

 三つ目の理由は、テレビを見ながら食事をすると、食事が進まなくなり、食べ物をこぼしたり

することがあって、家族にめいわくをかけてしまうので、それも気を付けたいと思い、テレビを

消すことにしました。  

 最後に私がノーテレビ・ノーゲームをやってみて思ったことは、食事中にテレビを消すことに

よって、家族との会話が増えたような気がして、前は食事中にテレビを見ていて食事が進まない

ことがあったけど、ノーテレビを始めてからは食事がよく進むようになり、ノーテレビ・ノーゲ

ームの効果が実感できたような気がしました。 

 これからも、ノーテレビ・ノーゲームを続けていきたいと思います。 



 

- 72 - 
 

「ノーテレビ・ノーゲームを行って」 

木原小学校 六年 男子 

 私が、ノーテレビ・ノーゲームを行って、良かったことが四つあります。 

 一つ目は、読書をする時間が増えたと言うことです。僕は、朝、昼、夜にわけてノーテレビ・

ノーゲームを行っていました。そして、読書は、朝の時間に行いました。僕は、マンガや小説が

好きなので、一日五冊くらい本を読みました。その結果、知らない字や知らない単語を何個か読

めるようになりました。そして、もっとマンガや小説を好きになりました。 

 二つ目は、勉強をする時間が増えたと言うことです。僕は、勉強を昼一時間やりました。僕は、

一月二十九日（日）に漢字検定をひかえているのでおもに、漢字を勉強しました。そして、問題

集のもぎ試験で百八十点以上とれるようになったので、勉強をする時間が出きて良かったと思い

ました。 

 三つ目は、家族との会話時間が増えたということです。家族との会話は夜の食事の時に行いま

した。会話は、宿題の進み具合い、本は何冊読んだのか、仕事では、どのようなことがあったの

かなど、たくさんの話しができて良かったと思いました。 

 四つ目は、そうじです。そうじは時間があいた時、少しずつ行いました。そうじは、自分の部

屋、リビング、ろうか、げんかん、トイレをそうじしました。そしたら、お母さんにほめてもら

えました。そして、とてもきれいになったので、自分でもとてもきもちよかったので、やって良

かったと思いました。 

 このようなことを行って、テレビを見る時間、ゲームをやる時間が減りました。僕は、このこ

とを村の人全員で行えば、村のレベルアップにつながっていくと思います。そのようなことから、

ノーテレビ・ノーゲームは必要なものであり、ノーテレビ・ノーゲームは、村の人全員で行うべ

きだと思いました。そして、ノーテレビ・ノーゲームの必要さを僕は、知り、行えて良かったで

す。 

 

 

 

「ノーテレビ・ノーゲーム取組みについて」 

木原小学校 六年 男子 

 ノーテレビ・ノーゲームに、夏、僕は、遊園地などで遊んでいるときぐらいしかやれなかった

ので、来年はきちんとノーテレビ・ノーゲームに取り組めたらいいねと思います。 

 僕は、ゲームやテレビなどを毎日見ていますが、見ていて面白い物は真剣に見るんですけど、

どうでもいいテレビは、ゲームをやりながら見ています。自分でも、どちらか一つにした方がい

いとは、思いますが、なかなか思っていることを行動に移すことができません。だからこそ、来

年はもっとノーテレビ・ノーゲームに取り組めればいいなあと思います。 

 僕はノーテレビ・ノーゲームはつらいものだと思っています。なぜかというと、カードゲーム

は、ダメ、テレビゲームはだめ、ふつうのゲームはだめ、テレビはだめというので、なかなか取

り組めないものでした。 

 でも、遊園地などで遊んでいるときは、テレビも見ないゲ－ムもしないので、いいと思いまし
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た。でも、ノーテレビ・ノーゲームのいい所は、自分の家の人の手伝いをしたり、宿題をするこ

とができるので来年は、もっと取り組めたらいいと思いました。 

 

 

 

「ノーテレビ・ノーゲームについて思ったこと」 

木原小学校 五年 女子 

 ノーテレビ・ノーゲームを初めて聞いた時、私は、テレビとゲームを全てやめるのかと思った

のでおどろきました。私はそんなにテレビは見ない方ですが、まったく見ないのは、さすがに無

理です。しかし、ノーテレビ・ノーゲームのやり方を教えてもらってこれならできるかもしれな

いと思いました。 

 土曜日と日曜日の午前中以外にテレビは宿題やじゅくでいそがしくくてあまり見ませんでし

た。ゲームは、本の方が読みたかったのでほとんどやりませんでした。 

 こうして、テレビを見る回数が約半分に減りました。それからゲームをやる回数も減りました。 

 ノーテレビ・ノーゲームをやったら家族の時間も増えたし、四年生の時までは本を読んだ数が

五十冊いくかどうかだったのに、五年生になったら三百冊までいきました。 

 土曜日の午前中、友だちに遊ぼうとさそわれました。テレビをあきらめていっしょに遊びまし

た。 

 私の住んでいる郷中から、大須賀津まで、自転車で行きました。そして、霞ヶ浦ぞいに行き霞

ヶ浦のそばを走りました。とちゅうで展望台のある小さな公園で止まり、そこで休けいをとりま

した。また、少し霞ヶ浦ぞいを走り、次に、木原小学校の下にある商店街の桑の商店にいき、こ

んぺいとうとアイスクリームを買いました。 

 桑の商店から木原小学校までの坂道を登り、城山公園に行きました。アイスクリームを食べた

ら、城山公園にある展望台に登って、二人で写真をとりました。 

 帰る時に、「今度は、ゴールデンウィークぐらいに、お弁当を持って、午前中から、遊ぼうね。」

ということになりました。 

 テレビをがまんしたおかげで、とても楽しい経験ができました。 

 他にも楽しいことがあったので、ノーテレビ・ノーゲームをやって、よかったと思います。 
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「ノーテレビ・ノーゲームにチャレンジしてみて」 

安中小学校 五年 女子の母親 

 まず、感じた事と言えば、タイトルが悪い。ノーテレビ・ノーゲームなんてできるわけないじ

ゃん！って思いました。今の世の中でテレビやゲームから切り離そうとしてもできるわけがない。

しかし、趣旨はわかる。依存せずそしてケジメが必要だと思いました。そこで、ルールを決めて

みました。 

① 食事の間はテレビを見ない。 

② 見たい番組がない時はテレビを消す。 

③ 勉強が終わらない時、見たい番組があっても見る事はできない。 

④ 午後６時以降はゲーム禁止。 

取り組んでみて、見たい番組は録画にして時間がある時に見る様になり、食事も集中して食べ

る様になり、本を読んだり、絵を描いたりする時間が増えました。 

 しかし、子供も考えます。テレビ・ゲームがないならパソコンがある！普段から調べ物でパソ

コンを使う事はあったのですが、パソコンで動画を見たりする時間が増えてしまったのです。そ

こでパソコンも 

⑤ 午後６時以降はパソコンも禁止。 

としました。 

 これで学校のある平日なんかは見ない。やらない日もあったりして、効果がでてきたのではな

いかと思います。しかし、休日はどうしても時間が増えてしまいますが、家族で映画鑑賞をした

り、ゲームもみんなで楽しめるゲームをして、コミュニケーションツールとしてうまく使ってい

くので良いのでは！と思いました。 
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