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『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・ 低 60％を目標

にします。」 
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「『ノーテレビ・ノーゲーム』チャレンジ体験感想集」 

をまとめるに当たって 

 
美浦村教育長 門脇厚司 

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

ことにしました。「ノーテレビ・ノーゲーム」と言っていますが、「テレビを絶対見

るな！」とか、「ゲームをしてはいけません！」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する時間に回してほしいと期待

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思っているからです。 

 そこで、早速、今年の夏休み中に、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ました。 初の試み

（チャレンジ）なので、どれだけの子どもたちがやってくれるか心配していました

が、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。安中小学校では１年

生と２年生は全員、学校全体でも９０パーセントを超えています。一番心配してい

た中学生も何と全体で５６パーセント、１年生だけでは７３パーセントの生徒がノ

ーテレビ・ノーゲームに挑戦してくれました。大変嬉しいことです。 

 「チャレンジ・シート」には、実際に家でやってみた感想を保護者の方に書いて

もらいました。書いてもらった感想の全部（３６７名分）を保育所、幼稚園、小学

校、中学校と、施設ごとに整理しまとめたのがこの冊子です。テレビをできるだけ

見ないようにし、ゲームもできるだけやらないようにしたら、子どもにも家の中に

も好ましいいい変化が見られたという感想が圧倒的に多くなっています。これまた

大変嬉しいことです。 

 ノーテレビ・ノーゲームをやっていない家や子どもがまだ多いのが実際です。そ

ういう家や子どもたちには、ぜひ、この冊子に目を通してほしいと思います。そし

て、そんなにいいことが多いのなら、家でもやってみようと実行してくれる保護者

や子どもが多くなることを願っています。 

 
             ２０１１年１０月 
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Ｎｏ. 感      想 

1 テレビがついていても興味がないと本を読んだり、消したりするようになりました。レ

ゴブロックがとても上手になりました。子供がよくしゃべるようになりました。 

2 我が家にはＴＶもゲームもありません。必要時祖母宅で見ていますが、長時間ではあり

ません。読書や会話の時間が増え、とても良いと感じております。 

3 お友達や家族とトランプやサッカーをして体を動かして楽しく過ごす事ができた。 

4 兄が勉強をしている時はＴＶをつけてないので、自分なりに何かしながら工夫して遊ん

でいた。 

5 夕食時など自らＴＶを消して食事に集中できる時が増えた。 

6 家の外へ出ない限り、ＴＶをつけっぱなしで遊びにふける事が多い日々ですが、今回は

ＴＶをちゃんと切り、ゲームをしたりけじめをつける事が出来、良かったと思います。

7 夕食の時、テレビをつけない方が 1 時間も早く片付けが出来ました。寝る時にテレビを

つけていないと眠れなかったが、今ではつけなくても眠れるようになりました。 

8 元々外遊びが好きで休日も天気が良ければほとんど外に居る事が多いため、特に今回初

めてノーテレビ・ノーゲームにチャレンジしたという感覚ではないので、本人も苦痛で

はなかったと思います。ゲームも我が家では上の子達もやっていないので、下の子もや

りたがる事はありません。早くからノーテレビ・ノーゲームに取り組んでいる自治体で

は家庭だけでなく保育の場でも月に１度は早朝保育・延長保育の際にノーテレビを実践

している所もあります。保育士の先生方は大変かと思いますが…。ノーテレビ・ノーゲ

ームに取り組むのもちょっと遅いかなと感じました。 

9 家ではゲームは持っていない。ほとんどおもちゃ遊びとか外で遊ぶのが多いので、ノー

テレビ・ノーゲームはあまり実感がないです。 

10 姉妹や家族で過ごす時間が増える。お手伝いを進んで行ってくれる。部屋が散らかる。

うるさくなる。 

11 好きなアニメのＤＶＤなどをどうしても見てしまう様でした。 

 

 

Ｎｏ. 感      想 

12 テレビを見ないで過ごす事も良いと思いました。 
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Ｎｏ. 感      想 

13 テレビを消して食事をすると、集中して食べてくれるようになった。 

14 兄につられてゲームをしていましたが、小学生の兄が意識して生活していたので、夏休

み中、兄妹で遊んでいることが多く見られた。（ついついＴＶをつけてしまうのは母親

でした。） 

15 テレビをあまり見なくなったので、自分で一人で勉強をしたり、本を開いてみたりする

ようになりました。 

16 普段からテレビはあまり見せていなかったので、特に生活の変化や苦労などはありませ

んでした。テレビのつけっぱなしは嫌いなのでしません。テレビをつけなければ、子供

は子供なりに好きな遊びをして遊んでいました。 

17 食事中にテレビを見ないようにしていましたが、ダラダラと長い時間をかけて食べなく

なりました。 

18 ノーテレビで会話が多くなりました。 

19 テレビをつけておく時間を短くしたら、食事の時、又、寝る前等に今日一日過した事を

楽しく話してくれるようになった。 

20 弟は元々テレビをあまり見ない方でしたが、兄と一緒にノーテレビ・ノーゲームを取り

組んで二人で遊ぶ時間が増えました。二人の笑い声がたくさん聞こえて嬉しい反面、喧

嘩も絶えず、それでも取り組んで良かったと思います。火曜日に設定したノーテレビ・

ノーゲームデイ 難なく成功してびっくりしました。 

21 テレビを見たり、ゲームをするよりも外で遊んだほうが子供たちの表情もイキイキして

いたように思います。家族で意識していきたいと思います。 

22 ずっとご飯中にテレビを見ながら食べていたので、テレビを消してご飯を食べることが

結構良いものであると気が付いた。 

23 初の頃は親としてもあまり長い時間ＴＶやゲームをつけないように心掛けていまし

たが、やはり、こちらが家事をやっていたり手が離せない時など、子供達にやって待っ

てて！と言ってしまったりしました。ノーテレビ・ノーゲームはいい事だと思います。

けど、完全に見ない、やらないは無理なのかなあと思いました。子供自身は、あまりＴ

Ｖ・ゲームもやらなくても、文句を言う事が少なくなりました。 

24 テレビ・ゲーム時間をおさえるために親が必至で遊ばせたり、遊びに付き合うため大変

だったのが、正直な感想です。もう少し大きくなり、子供だけで外で遊ばせることがで

きれば、こんな大変な思いはしないのかと思いました。家事はおそそかになりましたが、

子供と過ごす時間は多かったと思います。 

25 全くテレビを見せない・ゲームをさせないというのは無理でしたが、ノーテレビ・ノー

ゲームを意識することによって、子供達もご飯の時にテレビを自分から消したりと少し

は効果があったのかなあと思いました。 
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Ｎｏ. 感      想 

26 今までは、ＴＶを消すという習慣もなく、1 日中つけっぱなしという生活を送ってきま

したが、ノーテレビ・ノーゲーム運動で親子共に少しは意識して取り組めたと思います。

まったく、ＴＶを見ないという訳にはいきませんが、ＴＶをつけない静かな時間もまた

良いなと思いました。 

27 外に遊ぶことができる日は、ほとんどテレビを見ずに過ごすことはできますが、雨など

で外で遊ぶことができない日などは、なかなか「ノーテレビ」を実行することは難しか

ったです。「ノーテレビ」にするのではなく、時間を決めて見るように心掛けました。

これからも時間を決めてテレビを見るようにしたいと思います。 

28 子供との会話が増えました。その点では良かったと思います。夕食時ＴＶをつける事が

多くなってしまったので、今後は気をつけようと思います。 

29 今までは、朝起きたらテレビをつけ、１日見なくてもつけっぱなしでいたが、チャレン

ジしてからは決まった時間や見たいものがある時だけにしたので、いろんな事に集中し

てできるようになった。 

30 食事時のノーテレビを実践しました（時々、忘れてしまいましたが）ところ、静かな中

で子供との会話が増えたように思います。子供から積極的に話をするようになりまし

た。また、子供がまだ 3 才なのでテレビをつけなければ、ほとんど１日中テレビを見ず

に遊べました。 

31 特にノーテレビ・ノーゲームを気にしたこともなく、それほど長い時間テレビを見るこ

ともゲームを毎日する習慣はないです。 

32 食事中にテレビを見ていると、手が止まって食事が進まないので、食事中のノーテレビ

はとても良かったです。1 日中ノーテレビにするのは難しくて、出来ませんでした。 

33 改めてＴＶやゲームの時間を考えると、ずいぶん長い時間、テレビを見ていることに気

付きました。もう少し減らしたいところですが、なかなか難しいです。 

34 テレビがないことで、家族で遊んだりする時間が増えました。 

35 お手伝いを積極的にしてくれた。 

36 食事の時にＴＶをつけないようにしたのですが、 初はさびしく感じたものの普段うる

さ過ぎる環境が静かで（食べているのでしゃべらず）良かったです。 

37 子供が自らテレビを消す時があるようになりました。 

38 ＴＶを見ていない時は、自分で遊ぶことを探して、本を読んだり、字の練習、自然と何

かを見つけて自発的に遊んでいました。食事の時は、会話が弾み過ぎて少しうるさい程

となり、かえって食事が進まない事もありますが、自分で遊びを考えることが増えたよ

うに感じます。 

39 ご飯の時に会話をするのが楽しかったです。テレビの代わりに本を読んであげたりした

ら、とても喜んでいて私も嬉しくなりました。 

40 食事の時はテレビを消すということは、子供自らが実行していました。 

41 思っていたより、テレビ・ゲームを減らしても他の事で楽しめたと思います。 
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Ｎｏ. 感      想 

42 テレビが好きなんだと思っていたけれど、見なくても平気でおもちゃなどで遊んだり、

外で遊ぶことが好きなんだとわかった。これからもテレビをつける時間を減らしていき

たいと思う。 

43 以前は、朝起きたら何んとなくとか、暇だから何となく…といった感じでテレビをつけ

ていたので、時間を気にせずにダラダラと過してしまっていたのすが、ノーテレビを意

識するようになり、無駄にダラダラ見る事が少なくなりました。その分、会話や遊ぶ時

間も増えたり、少しでも節電になり、とても良い事だなと感じました。視力の低下も気

になっているので、心身ともに健やかに成長するためにもとても役に立っていると思い

ます。これからも無理しないように少しずつ続けていきたいと思います。 

44 夏休み前半は、子供もノーテレビ・ノーゲームを意識していましたが、お盆の頃から親

子でダレてしまいました。ただ、ノーテレビ・ノーゲームをしたことによって、見てい

ない時は、消して過せるようになりました。 

45 普段は私がご飯の仕度をしている時はだいだいテレビを見ていたのですが、ノーテレビ

を意識するようになってからは、絵本を読んでいたり、お絵描きをしていたり、たまに

ご飯の仕度を手伝ってくれたりと、テレビがなくても意外に時間をつぶせるんだあと思

いました。夕飯時も以前はテレビをつけていたので、皆無言でテレビだったのが、テレ

ビを消すようになって家族での会話が増えたので嬉しいです。これからも続けていこう

と思います。 

46 遊びの種類が増えた。パズルやかるたなど集中してでき、何回も繰り返し遊ぶようにな

った。 

47 食事の時間ＴＶを消す事で、食事に集中して食べるようになり会話が増えました。 

48 テレビを消す事で食事への集中力とながら食べがないので、けじめが付きとても良いと

思いました。しかし、なかなか実行するには至らず、夏休み後も実行したいと思います。

49 ゲームはほとんどせずに過ごせましたが、テレビはなかなか見ないでいるのは難しいと

思いました。 

50 一日中テレビを見ない日をつくるのは、大変だと思いました。食事の時はいつもテレビ

を消しているのでこれからも続けようと思います。 

51 家族で今までも会話をたくさんしていましたが、もっと今まで以上に話ができたかなと

思います。 

52 食事の時はテレビを消す習慣ができ、おもしろいテレビの途中でも自分から消すように

なり、良かったと思います。 

53 子供が実際に見ている時間は、記入したよりも短いと思います。つけっぱなしや親が見

ている時間の方が長いので、気を付けたいと思います。ＴＶがついていると、子供が「遊

ぼう」と声をかけても、チョット待ってと言ってしまうことがありました。親の方が会

話を少なくしていたのだと気が付き、これからは、気を付けたいと思います。 
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Ｎｏ. 感      想 

54 以外にノーテレビ・ノーゲームデイ初日から難なく成功してびっくりしました。兄弟で

遊ぶ時間が前より増えて、良い面と大変な面がありました。自ら進んで勉強のようなこ

とをする時間が増えました。疲れているとテレビを見たがるので、それは親の努力が必

要だなと思いました。 

55 子供にＴＶを見せないようにするには、親の努力が必要と感じました。子供はＴＶを見

なくても生きていけます。でも、家事の手を止めて子供と触れ合い、ＴＶの時間を無く

すことは良い事ですが、何も進まないのでどうしたらいいのか頭を悩ませています。ま

だ、幼い子供には一人で遊ぶということができないので家事をスムーズにするには、少

しはＴＶの力を借りたいと思うのが本音です。実家で夏休みは過ごしたので、ノーテレ

ビ運動が少し実践出来ました。ゲームは持っていないので、やっていません。 

56 普段からゲームはせず、テレビはあまり見ていなかったので、特に苦労はしませんでし

た。テレビをつけっぱなしにすると、ボーッと見ているだけで時間の無駄だと思います。

テレビをつけなければ、子供は子供なりに好きなことをして遊んでいました。 

57 テレビやゲームが絶対に悪いものだとは思わないが、外遊びをしている時の子供はとて

も生き生きしていてかわいかった。 

58 テレビ・ゲーム時間を抑えるために遊びにつき合い大変だったのは親でした。もう少し

大きくなり、子供だけで遊ばせることができれば、こんな大変な思いはしないのかと思

いました。家事は疎かになりましたが、子供と過ごす時間は多かったと思います。 

59 テレビを見る時間を減らしたら、親子で何かをする時間が増え、子供とたくさん向き合

う事ができました。 

60 子供と話す時間が増えたので、今まで以上に子供の身の回りの事、友達の事、その他話

を聞いてあげることができたように思います。特に主人はゆっくり話す時間がないの

で、食事の時間を使って子供との時間を持てました。 

61 毎日、大体、テレビを消してご飯を食べました。会話が増えてとても楽しく食事ができ

たと思います。 

62 お手伝いを積極的にしてくれた。 

 

63 夏休み前からあまりテレビを見ないようにしていました。夏休み中も親がいれば 1 時間

位しか見ないで他の事をして過ごせましたが、仕事で祖父母にお願いしている時は、何

時間も見ていたようです。ノーテレビ・ノーゲームについては、何度か話した事がある

のですが、なかなか… 

 

64 父の協力があれば実行できるが、なかなか協力を得られず難しい。朝起きて、ドリルな

どして過ごし、習い事がある時は、比較的テレビを見ずに済む。食事中のテレビは以前

からなので、習慣になりとても良いし、会話も増える。 
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Ｎｏ. 感      想 

65 今までは好きなアニメがあれば、食事中でも平気で見ながら食べていましたが、始まる

時間は決まっているので、その前に食事をしたり、録画をする事で、集中して食事をす

る事が出来ました。祖父母にも久しぶりに会い、ゆっくり楽しい時間を過ごせました。

今後とも続けていきたいです。 

66 全くテレビを見せない、ゲームをさせないというのは無理でしたが、ノーテレビ・ノー

ゲームを意識することによって子供達もご飯の時にテレビを自分から消したりと少し

は効果があったのかなあと思いました。 

67 なるべくテレビをつけないで、音楽を聞いたり、外で遊んだりして過ごしました。今ま

でテレビをつけているとニュースやＣＭなどでもじーっと見入ってしまっていました。

夏休み中は時間を決めてテレビをつけることでメリハリのある生活を送ることが出来

ました。 

68 小学生の兄が意識して生活していたことで弟もそれにつられてではあるけれど、時間を

気にしたり、ゲームばかりの生活にはなりませんでした。夏休みにプールで泳いだり、

虫取りをしたり、元気に過ごしました。（ついつい、つけっぱなしになってしまうＴＶ

を消してくれたのは弟でした。） 

69 日中にノーテレビにした事で外で遊んだり、部屋ではトランプやすごろくなどをして楽

しく過ごせました。 

70 家はあまりテレビをつけなくても長女は過ごせることがわかりました。まだ、テレビが

ないとうるさい長男（2 才）もお姉ちゃんとＴＶなしで遊べるようになってきました。

今度は、ＴＶを 1 日中つけない日というのにチャレンジしてみたいと思います。 

71 兄や姉と遊ぶ機会が増えた。 

72 ノーテレビを始める前は、1 日テレビをつけっぱなしの生活でしたが、ノーテレビのお

陰でテレビを消す習慣が出来ました。 

73 見なければ見ないでいられるものなんだなと感じました。これからもできるだけ続けさ

せようと思います。 

74 ノーテレビで会話が多くなりました。 

75 テレビやゲームが絶対に悪いものだとは思わないが、外遊びをしている時の子供はとて

も生き生きしていてかわいかった。 

76 テレビがついているのは、私が巨人戦を見ている時のみです。父 

77 ゲームを楽しむというより外出して帰って来た時に、ほっとして楽しむという感じだっ

た。ソフトが古く飽きていたので、他の遊びが楽しければやらなくても良いのだと思っ

た。ゲームはやらない日があっても平気だったが、テレビを見ないで食事をするという

日はあまりなかった。 

78 ＴＶを見ていないと体を動かして遊ぶことが多かったです。家の中を走り回ったりとか

…。しかし、見ない日はないですネ。ＤＶＤとかが大好きで、なかなかチャレンジでき

ませんでした。正直、難しいです。 



 

- 11 - 
 

Ｎｏ. 感      想 

79 出掛けている時はテレビを見られなくてもいられたが、家にいる時はほとんどテレビが

ついていました。なかなかノーテレビにできなかった。 

80 夏休み前からあまりテレビを見ないようにしてきました。まだ、自分からつけることは

ないので、誰か他の人が見なければ、テレビがなくても過せると思いますが、兄達は見

たい番組があるので、一緒に見ていました。祖父母が面倒を見ている時は、兄達もあま

り言うことを聞かず、たくさん見ていたので、弟も一緒に見ていたようです。 

81 夏休みは長期で家を空けていることが多く、出かける機会も多いので、普段よりはテレ

ビやゲームをだらだらすることは少なかったと思います。たくさんの経験が出来て良か

ったですが、自宅にいる時は親が朝はテレビをつけて 1 日を始めるので、視聴時間は長

くなると思いますが、テレビを見ることが悪いのではなく、1 人で見ているのがよくな

いのではないでしょうか。皆であれこれ言いながら見るのはコミュニケーションにもな

ると思います。 

82 夕食時は、親の方がテレビを見たくて、つい子供番組以外のテレビをつけてしまいます。

83 我が家では、以前から食事をしている間、テレビをつける事はありませんでした。なの

でテレビを見なくても大丈夫でしたが、ゲームは結構大変でした。ノーテレビ・ノーゲ

ームを達成した日は、たったの 8 日間でした。 

84 ノーテレビ・ノーゲームだから会話が弾むという事もあまりないと思うので、あまり効

果がなかった。 

85 夏休みになってからの方がゲーム等の時間が増えました。 

86 今回は「夏休み中」という期間限定と「①食事の時間に…」という事だったので問題は

ありませんでしたが、それでも、食事の時間が短縮したり、食事中の会話が減少する等

の傾向が見られます。どうしても、食事の時間と見たい番組の時間が重なるため録画に

頼る事になり、これを家族が都合の良い好きな時間にバラバラに見るという事になるた

め、そこには、みんなで見るような家族の会話も無く…というあまり嬉しくない企画で

した。 
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Ｎｏ. 感      想 

87 休み期間中児童館を利用していたので、テレビを見る時間は短かったと思います。（テレ

ビゲームはやらないので児童館でも興味はなかったようです。）今まで見なかったＤＶＤ

を自ら見つけて見ていました。時間を決めて見る約束を守るように話し、見ていました。

88 食事中はテレビをつけないのが、ずっと小さい頃からの決まりです。 近は、食事の時

間になると自分たちでテレビを消してくれるようになりました。自分からテレビを見た

いと言うこともあまりなく、大人が見ていると一緒に見るくらいなので、今後もノーテ

レビ・ノーゲームを進めていきたいと思います。 

89 毎日、ＴＶやゲームをやっていたね。でも、時間を決めて出来ていたね。 

90 朝は、元々ノーテレビ・ノーゲームだったので、無理なくできた。夜も 2 時間くらいは

テレビを見ていたけど、それ以外は、本を読んだり、おもちゃで遊んだり出来たのでよ

かった。 

91 元々食事中はテレビをつけないので、この先も続けていきたいと思います。 

92 子供が自分から気付いてテレビを消すようになりました。私も子供の前でテレビをなん

となく続けることをやめるようにしたところ、会話やスキンシップが多くなったと思い

ます。 

93 ノーテレビをした事で、外で遊ぶ時間が増えたように思います。これからも継続してい

きたいと思います。 

94 ご飯の時間はテレビを消すようにしました。ご飯のおかずの話や今日の出来事など話し

ました。食事に集中できました。 

95 夜の食事の時は必ずテレビは見ない習慣ができたと思います。共働きなので両親の留守

をいい事にＤＶＤやビデオを一人で２階に持って行って見ている様子でした。ＴＶゲー

ムは隠してあるのでできないと言っていました。 

96 食事中は毎日テレビを消すは、朝と夜はできたが、お昼はできなかった。 

97 初だけでいくら言っても、本人がやる気がなく、どうすることもできず、残念です。

98 食事の時テレビを消すようにしました。会話が弾み、楽しかったです。ゲームは元々あ

まりやらないので、もう少しテレビを見る時間を減らしたいです。 

99 お手伝いを積極的にしてくれるようになりました。 

100 食事の時間はほとんどノーテレビでした。まとまってノーテレビ・ノーゲームの日とい

う時間がなかったので、書くのをためらってしまいました。ゲームも夏休み以外の日、

同様週末の「1 時間ずつ」の約束でした。ビストロ木原でノーテレビ・ノーゲームの日

にはチェック！！という日があったからか、ウノやトランプ、人生ゲームを家族で楽し

む日が増えた今日であります。 

101 以前から食事中くらいは、テレビを消そうと努力していましたが、なかなかできません

でした。しかし、学校から言われたことにより、子供達も自覚するようになってきたよ

うに思います。 
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Ｎｏ. 感      想 

102 難しかったですが、１日中、読書をしたり外で遊んだりと頑張ってみました。 

103 食事中はテレビを見ないように以前からしていましたので、今回は、それを続けました。

また、ゲームは夏休み中は、全くしませんでした。テレビやゲームをしなくても、本を

読んだり、みんなで話をしたり過せることに気付きました。 

104 月に１度でしたが、テレビやゲームの音のない静かな 1 日を体験することが出来ました。

自然に会話も増えたと思います。 

105 家族で今までも会話をたくさんしていましたが、もっと今まで以上に話ができたかな？

と思います。 

106 ノーゲームは、良く出来ました。やはりノーテレビは難しかったです。でも、この活動

をするようになってからあまりテレビを見なくなりました。 

107 テレビがついていても、兄弟で遊んだり、お手伝いをしてくれたり、自分なりの過ごし

方が出来ていた。休みの日にゲームをすることが多かったけれど、それも減って、本を

読んだり、何かを作ったりとゲームの時間もだいぶ少なくなった。 

108 思いのほかテレビを見ないことに気がついた。親も本を読んだりする姿を見せていると、

自然と子供も本を読んだりすることに気がついた。 

109 テレビを見る時間が 2 日になり、勉強時間が多くなりました。ゲームの日にちも２日に

1 回になりました。 

110 今までは、ノーテレビ・ノーゲームをしていなかったので、これからはやるように努力

いたします。 

111 夏休み中は、家族で外へ出掛けたり、軽い運動をしたり、また、児童館を利用したりと

ノーテレビ運動に無理なく取り組めたと思います。テレビやゲームを我慢するのではな

く、家族で楽しく過ごす時間を増やすことによって自然とノーテレビにつながると思い

ます。 

112 ノーテレビ・ノーゲームを取り組むことによって家族との会話も多くなりました。よっ

て勉強する時間ができ、効果的でした。 

113 テレビを見ないでビストロ木原などの学習に取り組んでいてこれからも取り組ませたい

と思いました。 

114 ノーテレビ・ノーゲームに取り組んだら、テレビを見ることが少なくなり家族との会話

が増えました。 

115 ノーテレビ・ノーゲームはとても良い提案だと思いました。今の子供達はゲームに夢中

になると宿題の時間もなくなる。ノーテレビ・ノーゲームは集中力が高まると思います

ので、これからも少しずつでもよいからやっていきたいと思います。 

116 毎日ＴＶやゲームやってたね。でも、ちゃんと時間を守ってやったね。 

117 仕事で留守番をさせる事が多かったため、やはり、ゲーム、テレビで過ごす事が多くな

ってしまいました。 

118 テレビを見ないことで、家族で遊んだりする時間が増えました。 
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Ｎｏ. 感      想 

119 自分の時間が増え、いろんなことにチャレンジできるようになったと思います。 

120 トミカで遊ぶ時間を読書や体力作りなどに変更できればいいなあと思った。テレビを見

ないほうが時間の有効活用につながるような気がした。というより、子供達が思いのほ

かテレビを見ないということに気が付いた。 

121 テレビを見ていると毎日ダラダラとしてしまいますが、見たい番組が終わったらすぐテ

レビを消すとお手伝いもしてくれるし、人の話もよく聞いてくれるので、テレビのつけ

っぱなしは、しない方が良いと実感した。 

122 今までも食事中にＴＶを見ないようにしていましたが、今回はそれを徹底しました。ま

た、夏休み中ゲームはしていません。テレビやゲームをしなくても、本を読んだり、話

をしたりして過ごせることに気付きました。 

123 テニスに行ったり、学校のプールに行ったりと外で過ごす事が多く、テレビやゲームの

時間は全体的に少なかったと思います。2 学期も時間を決めてチャレンジしたいと思い

ます。 

124 テレビやゲーム以外の会話が増えました。 

125 なかなかノーテレビ・ノーゲームできる日がなかったけど、家族のコミュニケーション

が多くなるように思います。 

126 ノーテレビ・ノーゲームは難しいですが、自分なりに意識はしているようで、見過ぎ、

やり過ぎには、注意しています。 

127 普段は、児童館に通っていて日中はテレビを見る事はなかったけど、土日のお休みの日

は、どうしても朝から見ているので、見る時間が増えてしまいました。休日は外出して

時間の過ごし方を考え直す良い機会が出来ました。 

128 夏休み前からあまりテレビは見ていませんでした。夏休み中も親がいる日は 1 時間くら

いでしたが、仕事で祖父母にお願いしている日は、たくさん見ていたようです。祖父母

にもノーテレビ・ノーゲームについて何度か話したことはありますが、親と同じように

というのは無理かなと思いました。 

129 もっと幼い時期から始まっていればよかったのかもしれませんが、今となっては親の言

う事も聞かなくなっていて、食事中にＴＶを消すことやゲームのやり過ぎで注意をする

と反発されたり…親子ゲンカが増え、苦しい夏休みでした。 

130 テレビゲームは全くしていません。もともと、あまり好きな方じゃないようです。ただ、

テレビは 8/26 の旅行の日以外は、ほぼ毎日見ています。家で過ごす時間が多い日は、特

に何かをしながら、テレビが流れている状態でした。 

131 ほとんどノーテレビの日はありませんでした。2 日間だけです。去年よりは少なくでき

たと思います。今のところ、スポーツ少年団の方が忙しくてあまりテレビを見る時間も

ないくらいなので、親が気をつけてＴＶを見ないようにすれば、もっと減らせるかと思

います。 
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Ｎｏ. 感      想 

132 ダラダラとテレビを見る事がなくなったり、節電にもつながったので、良かったと思い

ます。 

133 テレビをつける時間が減った分、外遊びの時間や読書の時間などに充て有意義に生活出

来ていました。節電効果もありますし、これからも続けていきたいと思います。 

134 テレビの見たい時間以外は消していました。ゲームをする時は 1 時間と決めています。

 

135 ついついテレビを見ていなくてもつけっぱなしにしていたりしたので、小まめに消すよ

うになりました。テレビを消すと時間がゆっくり流れるような気がするのですが、子供

とゆっくり顔を合わせる時間が出来たと思います。 

136 小学校でノーテレビ・ノーゲームに取り組むようになってから、テレビを消して本を読

んだり、平日はゲームをしなくなったりと、自分なりに時間の使い方を考えられるよう

になった。 

137 ノーゲームは我が家では、クリア出来ますが、やはりノーテレビは無理がありますね。

天気などもテレビのメニューで確認をしたり、テレビをどれだけ見ているかが、ノーテ

レビ・ノーゲームを実施してよく分かりました。 

138 時間を守ってテレビやゲームを見たり、やったり上手に出来たと思います。親子で料理

やおやつを作ったり、読書の時間が増えました。 

139 ゲームは思っていたよりやらなかったと思います。体を動かして遊ぶことが多かったと

思います。目のことも考えることが出来たと思います。2 学期も時間を決めて守れるよ

うにしていきたいと思います。 

140 親子の会話が増えました。 

141 あまりＴＶはつけないので、自然にいつも通りに生活できたと思うし、集中できてると

感じます。 

142 地デジ化に伴い、我が家からＴＶがなくなりました。ゲームは元々ありません。読書の

時間や会話が増え、静かでとても良いです。 

143 時間を決めてやることを始めは嫌がりましたが、少しずつ慣れるようになりました。 

 

144 なかなかできる日がないけれど、できれば家族のコミュミケーションが増えて良いと思

います。 

145 家族全体での会話の時間が増え、子供から学校の様子や友達との関係などの話を聞く機

会が増えました。また、子供から節電に心掛けてＴＶのスイッチを切るなどの行いも見

られるようになりました。今後も続けていきたいと思います。 

146 ノーゲームは少しは減らす事が出来ました。テレビは家族が多いとつけている時間が長

く意識して消す事が難しいです。その中で、夜、夕食後 1 時間ぐらい消した時は、トラ

ンプで遊んだりして楽しかったです。家族でテーマを決めて過すと「ノーテレビ・ノー

ゲーム」は減らせるんではないでしょうか。 



 

- 18 - 
 

Ｎｏ. 感      想 

147 今年の夏は、見たいテレビが終わったら消す。だらだらつけっぱなしにして、ＣＭなど

だらだら見ないという事を何となくしていました。テレビを消すと虫の声が聞こえたり、

何気ない生活の音が耳に入ってきます。ちょっと気持ちが落ち着いたりもします。楽し

く家族でテレビを見た後の一息タイムです。 

148 子供がまだ小さい頃、ノーテレビを実践しました。間が持たないため、一緒に洗濯たた

み、食事作りなどやらざるを得ません。しかし、2,3 日経つと子供の気持ちが落ち着きは

じめ、聞きわけがよくなりました。会話のキャッチボールも増え楽しそうでした。母は

子供のできることを考えるのに大変で自分でやった方が早いと少しイライラしますが。

テレビは見ても一緒に見る。そして、一緒に笑う。なくべく小さい就学前は親と一緒が

いいようです。小学生から中学生からだと反抗期もあるので難しいと思います。 

149 ①と④にチャレンジをしました。今まで見ていない時でもＴＶがついていたり、だらだ

ら見ている事があったと思いますが、この運動を始めてからＴＶを小まめに消すように

なり、やはり、会話が増え、今までやったことがない物作り（パズル等）に目覚めまし

た。 

150 夏休みの朝の 1 時間（8：00～9：00）はＴＶもゲームも無しで宿題をする！！と決めた

事によって言われなくても自分から取り組むようになった。ただ、一日中一人で留守番

の日はどうしてもゲームとＴＶの時間が長くなってしまうのは、仕方ないのでしょう

か？ 

151 初のうちは頑張っていたようですが、なかなか難しいように思えます。今後の課題と

して家全体で取り組んで行こうと思います。 

 

152 家では「親が仕事から帰ってきたらテレビを見るのをやめましょう。」という決まりにし

ました。勉強をする時間が増えたかどうかはまだ分かりませんが、親子の会話は増えた

と思います。ゲームの方は美浦村でノーゲームが始まる前から家では「ノーゲーム」を

始めていました。効果の方は、まだよく分かりません。 

153 朝、昼、夕食の時間はテレビを消すように心掛けました。短い時間ですが、家族で会話

したり、一日の出来事を思い出したりする事ができました。 

 

154 チャレンジメニューの③は、日頃からゲームをしないことが多いのでチャレンジできた

と思います。テレビも時間を決めて見る時は見る、見ない時は見ない生活ができたと思

います。 

155 夏休みは、1 日中家にいるので、勉強とテレビやゲームをする時間を決めて、朝は宿題、

夜はみんなでテレビを見る生活をしました。 

 

156 兄弟で遊ぶ時間が多くなったような気がします。その分ケンカの量も増えましたが…子

供らしい生活は出来ていたと思います。 
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Ｎｏ. 感      想 

157 テレビがついていると、それがニュースやＣＭでも見入ってしまい、他のことが何もで

きなくなってしまうため普段からあまりつけないようにしています。あまり見ないと、

見なくても良くなって、ついていないことに慣れるので、大人も子供もテレビに依存し

なくなっていくようです。 

158 食事中にテレビを消すようにしました。今日の出来事などを話すようになり、家族の会

話が増えました。テレビに夢中で食事が止まってしまうこともなくなりました。 

159 テレビとは便利なもので、いつからか忙しく子供にかまっていられない時間の子守にな

ってしまったような気がします。テレビを見ていれば大人しくしているので、ついつい

そのまま預けてしまうのですが、やはり、その分子供との会話が少なくなっているよう

な気がします。テレビが子供の脳に与える影響のことを考えましても、親として意識し

ながらこれからも取り組んでいきたいと思います。 

160 祖母と同居しているためテレビを消しての生活はとても難しかったようです。勉強はほ

とんどリビングでやっているため常にテレビがかかっている中での生活になります。テ

レビがほとんどでゲームの方は少なかったように思います。とても正直に時間を書いて

いるので笑ってしまいました。2 学期からは、少しでもノーテレビ・ノーゲームの日を

増やせたら良いと思います。 

161 我が家では始めからテレビ・ゲームの時間は制限をしていましたので、時間を減らすと

いう事は出来てないかも知れません。私個人としては、逆に一緒にテレビやゲームを家

族でするべきではと考えています。テレビからの情報を制限できないので、間違った受

け止め方をしないよう、あれこれ話をする事で子供が今何に興味を持っているのか、参

考になると思います。子供が大きくなってきたからこそ、良き相談相手、遊び相手にな

ればと思いつつ叱るばかりで日々奮闘しています。 
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Ｎｏ. 感      想 

162 我が家では 7 月末のテレビ地デジ化以来、テレビは見ていません。図書館で好きなビデ

オを借りて家族で楽しんでいます。ゲームについては、夏休みなので普段より多くやっ

ていたようです。食事中はもともとＴＶは消していたのでさほど変わりはありません

が、テレビがないと家の中の音が静かで落ち着くし、本などもよく読むようになりまし

た。 

163 学習中、ＴＶを消すだけで集中力が全く違いました。学習中以外も今年は節電てことも

あり日中はほとんどＴＶをつけずにいたので、ＴＶを見る時間はあまりありませんでし

た。子供本人もあまりＴＶを集中して見る方ではないので…。次は食事中、ノーテレビ

に挑戦しようと思います。 

164 まだ始めたばかりなので、続けていく事が大事かなと思いました。 

 

165 いつもテレビをつけていないと落ち着かなかったのですが、テレビをつけていない方が

会話も増えてコミュニケーションが取れた気がします。 

166 学習中は以前からテレビを消していたので、夏休み中も続けて取り組むことができまし

た。テレビやゲームは以前から長時間見たりやったりすることがなかったので、続けて

いきます。読書や外遊びが十分出来た。 

167 家では夏休み以前から勉強する時は、テレビを見ない決まりになっていたので学校の取

組みについては、確実に守ることができました。④と⑤をチャレンジしてみましたが、

やはり急には無理なようで…あまり、テレビ・ゲームに依存しないように気をつけなが

らの生活はできたと思います。 

168 学習中や食事中はテレビを消すように気をつけました。（特に朝ご飯の時）いつもテレ

ビがついているのが当たり前で、消していると「何で消すの？」と子供達は言っていま

したが、消していると勉強もご飯も進んでいる気がします。 

169 何かの行事があれば、テレビなど見る時間は少ないが、やはり、何もないと見る時間が

多くなる。 

170 食事の時間はテレビを消すということは、自ら実行していました。 

 

171 ノーテレビ・ノーゲームを意識しながら、一日少しの時間でも出来るようにしました。

音のない静かな時間に本人が苦手な勉強をどうして分からないのか、一緒に考えながら

出来た事がすごく良かったと思いました。勉強以外にトランプをしたり…あと、マンガ

本ですが、自分から本を読むようになった事が嬉しいです。 

172 テレビを消しての勉強や食事は、やはり集中力が増しました。もう少し長い時間できる

ようにしていきたいと思いました。 

173 食事中、テレビをつけていた我が家ですが、テレビを消すことが、当たり前のようにな

り、会話が増えたような気がします。これからも続けていきます。 



 

- 23 - 
 

Ｎｏ. 感      想 

174 夏休み前半は親子でがんばりましたが、お盆の頃からだらけてしまいました。食事の時

や勉強の時は過ごすことができました。ノーテレビ・ノーゲームを意識することで、見

ていないのにつけっぱなしにすることがなくなりました。 

175 夏休み中は暑かったのであまり外では遊びませんでしたが、家の中で姉妹でよくトラン

プをしたり、絵を描いたりして遊んでいました。テレビやゲームをしていない時は、何

かを〝作る〟という事に集中していたような気がします。 

176 前より本を読むようになりました。食事の時に話をするようになりました。 

 

177 今まではＴＶをつけながら宿題をやったり勉強していたのですが、ＴＶを消して静かに

なった所で勉強した方が、集中力が高まる気がしました。 

178 勉強が集中的にできるようになったり、絵を描いたり、本を読んだりする時間が長くな

りました。 

179 本人が、テレビやゲームの他に何かしようという気持ちを持てたと思います。記入する

ことがなかったら、ひたすらゲームをしていたと思うと、今回休み中とても良い取り組

みだったと思います。 

180 学習時間以外でもテレビを見ることが少ない夏休みでした。 

 

181 夏休みに入る前からノーテレビ・ノーゲーム運動のお陰で、以前に比べ随分テレビの前

にいる時間が減っていました。夏休み中もテレビの前にいる時間より外で遊んだり、お

もちゃで何か考えて遊んだりしている時間が多かったです。 

182 普段より集中して学習が出来たようです。 

183 ノーテレビ・ノーゲームにチャレンジしてみて、夏休み前半は、毎日児童館へ行ったり、

プールへ行ったり、宿題をしたり忙しくノーテレビ・ノーゲームに挑めたと思いますが、

後半、宿題も終わり、プールもなく家に居るとテレビを見始めると、そのまま長く見続

ける事が多かったように思います。外で遊ぶなど親が促してあげるとテレビを見るより

楽しく過ごしていたようでした。 

184 夏休みの間、午前中は勉強したり、読書をしたりとなるべくテレビ、ゲームをつけない

で過ごす事ができたと思います。夕食後もなるべくつけないようにしていました。本や

トランプで遊べていたと思います。 

185 食事の時にテレビを消すことは、定着してきたので良かったです。 

186 兄や弟と遊ぶ機会が増えた。 

187 食事中や勉強中にテレビをつけているのは、良くない事と理解していた。今回改めて食

事中にテレビを消して食事をしたが、家族の会話が増えて向き合って食べる事が出来て

いるので、今後もノーテレビ、ノーゲームを続けていきたいと思います。 

188 学習中テレビを消すと学習に集中していました。次は、食事の時にテレビを消そうと思

います。 
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Ｎｏ. 感      想 

189 家族で一緒にゲーム（ウノ）をやるようになりました。私も主人も学生の時に戻ったよ

うに夢中になって、子供達と楽しむことができました。これからもノーテレビ・ノーゲ

ームを続けていこうと思っています。 

190 子供は一人ではゲームをする事はほとんどないので、ノーゲームは、そんなに難しくは

ないのですが、テレビは私共親もつけて見てしまいがちになっているので、今までは何

をするのも、1 テンポ遅くなっていたのですが、消す時間を決める事により、いくらか

スムーズになりました。ただ、ノーテレビは、情報を得る機会やテレビを見て家族で笑

うという機会も減るので、ノーテレビは、我が家ではどうなのでしょう…という意見で

す。ノーではなく、時間を決めてが、子供も親もストレスがなく良いのでは、ないでし

ょうか… 

191 夏休みに入ってからの方が、ゲームの時間が増えてしまいました。 

192 ゲームは毎日 1 時間、テレビも１時間と約束して、それ以外の楽しみを見つけてくれた

らと思い、今回は積極的に声をかけて一緒にできることをやってみたり、夏休みならで

はのイベントにも参加したりしました。子供は 初はゲームができなくてつまらなそう

でしたが、そのうち、外で虫を捕まえたり、お手伝いをしてくれたり、自分なりに考え

て結構自分の時間を楽しめるようになってきました。これからもいろいろな楽しみ方を

見つけてほしいと思います。 

193 本を読むようになりました。（テレビが地デジ対応しないので、ビデオを借りてきて家

族で見るようになりました。） 

194 家では、夏休み以前から勉強する時はテレビを見ない決まりになっていたので、学校の

取り組みは確実に守ることができました。④⑤にチャレンジしてみましたが、急には無

理があるようで…でも、目標にした事により以前より時間を気にして、ゲームをしてい

たようです。 

195 学習時間以外でもテレビを見ることが少ない夏休みでした。 

196 今までよりはテレビとゲームをする時間が減りました。今後も勉強とのメリハリをつけ

るためなるべくノーテレビ・ノーゲームを進めたいと思います。 

197 学習中はテレビを消しているので、夏休み中もしっかりと続けられました。テレビやゲ

ームは、時間を忘れて見たりやったりすることもあったので、意識づけしていきたいと

思います。読書やスポーツなど好きな事をして過ごす時間を持てた気がします。 

198 テレビを消す事で本を読む時間が増えたり、トランプやオセロなどで子供達と遊ぶ事が

多くなった。9 月以降もできる範囲で続けたい。 

199 「学習中テレビを消す」は、毎日守ることができました。ゲームをしていれば声を掛け

ていましたが、本人が意識して生活することができました。夏休み中、兄妹仲良く遊ん

でいることが多く見られた。 

200 ノーテレビ・ノーゲームを意識することで、ＴＶやゲームをする時間が減った。 
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Ｎｏ. 感      想 

201 初のうちはゲームに夢中になったりしたけど、だんだん時間を減らして友達と遊んだ

り、勉強の時間を少し増やしたりするようになりました。 

202 遊んでばかりでテレビ、ゲームと注意しないと自分から出来るようになるまでは、大変

のようでした。祖母より 

203 ノーテレビ・ノーゲームチャレンジですが、ノーテレビは少し難しかったですね。親も

テレビを見てますので、それを見てしまう事があるので、でもノーゲームは頑張れは出

来る事なので、もう少し頑張ってほしかったです。今後も取り組んでもらってよいと思

いますが、ＴＶとゲームの時間を分けて書いた方がよいのでは？あとＴＶは何時間以内

だったら○で良いとかだと親も一緒に頑張れるような気がします。 

204 テレビは見るつもりがなくてもついているだけで、ついつい見続けてしまっているよう

でした。意識してテレビを消すことで時間が大分減りました。 

205 食事中や勉強中にテレビをつけているのは、良くない事と理解していた。今回、改めて

食事中にテレビを消して食事をしたが、家族の会話が増えて向き合って食べる事が出来

ているので、今後もノーテレビ・ノーゲームを続けていきたいと思います。 

206 ノーテレビで勉強をすると半分の時間で終わりましたね！残りの時間を読書の時間に

することができました。これからもノーテレビで頑張ろう！ 

207 勉強の時や食事の時にテレビを消すという習慣をつけることは、とても良い事だと思い

ました。まだまだ、テレビを見る時間が多いので、目を休ませる時間があってもいいか

なと思っています。 

208 ノーテレビの時は自分の好きな事をできたと思います。自分の好きな本などたくさん読

む事が出来ました。 

209 夏休みの間、午前中は勉強したり、読書をしたりと、なるべく、テレビ、ゲームをつけ

ないで過ごす事が出来たと思います。夕食後もなるべく、つけないようにしていました。

本やトランプの遊びで過ごせました。 

198 学習中はＴＶを消して勉強する事が出来ました。集中して勉強する事が出来ました。こ

れからもノーテレビでいきたいと思います。ノーゲームは、なかなか、難しいです。 

199 ＴＶやゲーム以外で遊ぶことが多くなった。 

200 本を読んだり、絵を描いたり、宿題を集中して出来るようになりました。 

201 意外とノーテレビ・ノーゲームが出来ていたので、ビックリしています。これからも少

しずつでもいいので、このノーテレビ・ノーゲームをしていってほしいです。 

202 夏休み後半は、自分からテレビを消してから勉強することが出来ていました。家族での

トランプやウノなどテレビゲーム以外の遊びをたくさんした事で会話も増えて良かっ

たです。 

203 子供と一緒にノーテレビ・ノーゲームを意識しました。ご飯の時間にテレビを消す約束

を守りました。これからも、少しずつ頑張っていきたいです。 
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Ｎｏ. 感      想 

204 ゲームをやめてほしい時「ノーテレビ・ノーゲームだよ！」と声を掛けるとゲームを止

めてくれるようになりました。 

205 勉強している時はＴＶを消すように気をつけていた。ノーテレビ・ノーゲームを考える

ようになってからは、家の中の電気の〝節電〟にも意識するようになった。 

206 意識してテレビを消すようにすることで、テレビを見る時間がかなり減りました。テレ

ビがついているだけで、つい見続けてしまうことが多いようでした。 

207 ノーゲームについては、完璧に出来ていました。テレビについては地デジ化したばかり

ということもあり、見ない日はありませんでした。平均して毎日 3 時間程見ていたと思

います。ただ、勉強する時には、テレビのない部屋へ移動していました。また、この取

り組みのお陰でテレビについて家族で話し合う機会が出来ました。 

208 親に言われた時は約束を守ろうという気持ちがあった様ですが、日中は仕事で不在の事

が多いのですが、5 年生ですので自覚を持って行動してもらいたいと思います。 

209 この夏休みは、暑さのためか外であまり遊ばず、家にこもっていることが多かったよう

に思います。元気良くもっと外で遊んで体を動かすよう努力して下さい。 

210 テレビ・ゲームの時間が少しでも減り、学習を頑張ろうという意識が感じられました。

211 夏休み中に、毎日、記入する事で、テレビやゲームはやるけれど、前に比べると気を付

けようという意識があるのが、減ってきて他に何かしようという取り組みも出来たと思

います。 

212 元々ゲームは、ほとんどやらないのでそんなに力を入れてノーゲームを目標にしなくて

も大丈夫だったと思います。ただ、テレビは見てしまうので気を付けていました。こう

いうふうにチャレンジとしてあると子供もテレビやゲームを見ないようにと意識する

ので良い事だと思いました。 

213 うちの場合は、普段でも夏休みでも習い事が多いため自動的にノーテレビ・ノーゲーム

になっています。限られた時間の中での勉強なのでもちろんＴＶはつけないで集中的に

勉強しています。ですから、特に「ノーテレビ・ノーゲーム」を意識して行動するので

はなく、子供達の意識の中でＯＮとＯＦＦのスイッチ（例：勉強する。遊ぶなど）の切

り替えができる様指導しています。 

214 なるべく、学習中は、ＴＶを消してやるよう声掛けをした。ゲームは、ほとんどやらな

かった。毎日、コツコツと学習する事が出来た。 

215 勉強に集中することが出来る良い取り組みだと思います。これからも続けたいと思いま

す。 

216 学習中はなんとかテレビを消す事が出来ますが、他はなかなか出来ませんでした。 

217 遊んでばかりで勉強をやりません。早く夏休みが終われば良いと思います。父より 

218 テレビを見る時間が、どうしても多く成りがちでした。ただ、勉強する時は、テレビは

無い環境になっています。 
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Ｎｏ. 感      想 

219 ご飯中にテレビを見ないことが、こんなに良いものかと初めて気付いた。 

220 ご飯の時に家族で今日の楽しかった事などを話しながら、楽しいひと時を過ごせまし

た。夏なのでテレビ以外の楽しい事がいっぱいあって、本人もテレビより体を動かし

て遊びたがりました。夜もテレビの時間に一緒に読書などをして過ごせました。家族

での時間を大切に出来ました。私としても嬉しかったです。 

221 ノーテレビ・ノーゲームは、思っていたよりとても大変で、出掛けていない日、家に

いる日は、なかなか実践が難しいと思いました。家事をしている間、どうしてもテレ

ビに頼ってしまう事が多いのと、子供の好きなアニメがある日はＴＶを見せないとい

うのもかわいそうなので見せていました。私達が子供だった時代、ＴＶは親の見る物

であり、ゲーム機はなかなか手に入らない物でしたが、次代の変化に伴い、手軽に手

に入ってしまうこの時代。親の監視がなければ、どっぷりとはまってしまう恐ろしさ

を感じています。親である私自身が、少し考えを変えていかなければならないと痛感

しました。 

222 うちの場合は、ゲームはほとんどやっていませんでした。ノーゲームでした。テレビ

はアニメを見ていることが多かったが、あまり、元々テレビばかり見ている感じでは

ないので、特別、何も感じなかったのが本音です。すみません。 

223 テレビ、ゲームをやらない時は、いろいろと話をしてくれ、会話が増えたように思い

ます。 

224 ゲームは全くやらせていませんので、テレビの時間だけ気をつけ、毎日、読書をする

ようにしました。 

225 ゲームがあるとついやってしまいますが、他の事へもっと興味を持たせたらいいのだ

とつくづく思いました。 

226 記録はしていませんが、毎日の習慣として食事の時、ＴＶは消していましたし、夏休

み前もゲームはやっても１日 30 分、休みの日は、午前中、夜、30 分ずつと決まって

いてきちんと守っています。外遊び、読書、工作と習い事などバランスの取れた生活

を送っていると思います。 

227 普段からあまりテレビを見ないので、今までと変わらない過ごし方であった。本人も

特に〝チャレンジをした〟という感覚はないようである。ゲームは今後も購入する予

定もなく、「ノーテレビ・ノーゲーム」を今後も続けていきたいと思う。 

228 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。 

229 〝ゲームは 30 分まで〟〝テレビは 1 時間まで〟と決めて見せています。だらだらで

はなくルールを決めていれば、子供の学習に対する集中力につながるように思います。

この先も続けていこうと思います。 
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Ｎｏ. 感      想 

230 ゲームをしない日を作ったことで、本を読む時間ができました。テレビを消すことで、

宿題がスムーズにできたように思います。 

231 自分からテレビを消す時があるようになりました。 

232 テレビやゲームを見ない、しない時間には外で遊んでいる姿を見かける時間が多く良

いことだと思った。また、食事中にテレビを見ないことで、家族の会話も自然と増え、

食べる事にも集中でき、食事の時間が有意義な時間になったと思います。 

233 娘も少しずつ、テレビやゲームをしなくなりました。以前より外で遊ぶのが多くなり、

家の中でもお絵描きやぬリ絵、ドリルなどをして夏休みは過ごしていました。 

234 食事の時などは、食事の時間も長くなり、ゆっくりと食事ができ、良かったと思いま

す。すぐ、テレビのスイッチが入っていたのですが、だいぶテレビの時間が減ってき

たように思えます。ゲームの時間も前よりは減り、時間を決めてできるようになり、

外遊びの時間が増えました。 

235 家族のコミュニケーションが増えた。会話が増えた。 

236 出掛ける際にテレビゲームを持っていくのをやめた事で、会話が増えたと感じました。

237 テレビやゲームを少なくすると外遊びが増えたり、家族や友達と関わる時間も多くな

った気がしました。 

238 基本的に長時間テレビを見る事が、少ないため難なく出来たように思います。しかし、

ゲームの方はというと夢中になってしまって時間を忘れてやり続けてしまう事がある

ので気をつけたいと思いました。 

239 ノーテレビ・ノーゲームにチャレンジして気付いたことは、食事中、テレビを消した

ら家族の会話も弾んだことが良かったです。時間を決めてゲームをさせられることが

でき、これからも時間を守らせたいです。 

240 夏休み中、ほとんどゲームはやりませんでした。市や村の体験などに参加できて、と

ても楽しかったようです。 

241 学校に行っていた時は、毎日、宿題や習い事でテレビを見たり、ゲームをする時間が

なかったのですが、夏休みは勉強をして習い事に行っても時間があり、父親がずっと

出張で留守にしていたので、夜、母親が家事をしている時や相手をしていられない時

は、どうしてもテレビやゲームをしてしまっていた。でも、このチャレンジをして意

識的になるべくテレビやゲームの時間を気にするようになり、だらだらテレビをずっ

とつけていたり、ゲームをさせないように気にするようになった。 

242 普段から食事中はつけず、また、姉達の都合に合わせるとなかなかゆっくりテレビを

見られないので、たまにゆっくりできる時は好きなように見せています。ゲームはほ

とんどやりません。 

243 猛暑のため外で遊べる日が少なく、どうしても家の中で過ごす事が多くなり、ゲーム

になってしまい、ノーテレビ・ノーゲームはなかなかできませんでした。 
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244 ＴＶ、ゲームはそんなに悪い事だと思っていません。息抜き、リラックスになったり

もするのではないですか？見せない、やらせないがストレスになったりしないのでし

ょうが。適度なら良いと思い、今回はこのようになりました。 

245 普段よりゲームは大体決まった日しかやらないのですが、家の中にばかりいるとゲー

ムなどもやりたくなる事が多いので、なるべく外に出掛けたり、プールに行ったりと

お休み中にしかできない事をするようにしました。子供も外に出掛けたり、楽しい事

をしている時は、ゲームの事は忘れているみたいです。 

246 テレビをつけない時間は、ゆっくりと落ち着いて子供と話せますし、会話も増えまし

た。子供自身も本を読んだり、遊びも工夫している様子が見受けられました。 

247 食事の時間ＴＶを消す事で食べる事に集中するようになり、会話が増えました。 

248 ゲームをとても楽しみにしているので、勉強やお手伝い、良い事をしたら、ゲームを

30 分しても良いルールにしています。夏休み中は時間がたくさんあるので、ついつい

テレビ、ゲームをしてしまいがちですが、ゲームのために良い事をたくさん探して頑

張りました。ノーテレビ・ノーゲームにこだわらず、家での家族との関わり、生活の

中での自分の役割を見つけられるようにすることが大事だと思います。 

249 ゲームをしないと別の事で遊んでいた。ノーテレビよりノーゲームをさせるのが大変

でした。 

250 ノーテレビ・ノーゲームを意識して生活することで家族と接する時間が増えました。

読書や勉強をしている時間も少し増え、活字を読んだり、書いたりすることを苦にし

なくなってきました。 

251 ③のチャレンジをしましたが、なかなか大変でした。（休みで時間がたくさんあるため）

今後は、ゲームをしない日プラス時間を決めてゲームをさせるようにしたいと思いま

す。（今まで自由にさせていたので） 

252 普段からテレビもあまり見ませんし、ゲームは全くしていませんが、食事の時にはテ

レビをつけていて、消すと食事にかける時間が減りました。 

253 テレビやゲームがなくても、それなりに自分達で遊びを見つけるものだと知りました。

外遊びにしても家の中での遊びにしても、体を動かして遊ぶ方が本人も楽しそうに見

えました。 

254 家の人と一緒にチャレンジして勉強時間がゆっくりとれたと思いました。 

 

255 普段よりゲームは、大体、決まった日しかやらないのですが、家の中にばかりいると

ゲームなどもやりたくなる事が多いので、なるべく外に出掛けたり、プールに行った

りとお休み中にしかできない事をするようにしました。子供も外に出掛けたり、楽し

い事をしている時は、ゲームの事は忘れているみたいです。食事中にテレビを見ない

ので、その分、色々な話をしていると思います。 
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Ｎｏ. 感      想 

256 親がテレビの視聴時間やゲームをやっている時間を意識して、子供と共に本を読んだ

り宿題に取り組んだり、外で遊んだりした日は、自然とそのような時間が減ったよう

に思いますが、意識をしないとなかなか難しいように思いました。 

257 2 年生になると、やはりゲームの楽しさも覚えてしまっていて、やはりやり出してし

まうとなかなか終われなかったりしました。親の私も家事などで手が離せない時など

ＴＶやゲームに頼ってしまう所があるので、そこには気をつけなければいけないと思

いました。子供自身はＴＶ、ゲームをやれなくても、あまり文句を言ったりする事が

少なくなったように感じます。 

258 始めは決めた通りにできるかどうか心配だったが、友達とプールや外で遊んだり、お

手伝いをしてくれたり、家の中でできるゲーム以外の遊びをしたり、割に充実した 1

日を過していた。 

259 プール、野球、空手、サッカーなど体育系のことを半日または一日ずつやっていたの

で、体も真っ黒で健康的な夏休みを過ごす事が出来ました。ただ、まったくＴＶやゲ

ームをしなかった日はありませんでした。彼にとっては息抜きの道具としてあるよう

です。 

260 夏休みは長期で家を空けたり、どこかへ出掛ける機会も多く、いつもよりはだらだら

とテレビやゲームをすることは少なかったと思います。たくさんの色々な体験をする

ことができて良かったと思います。ただ、親がテレビをつけて 1 日を始めるので視聴

時間は長くなってしまうと思いますが、朝のニュースなどを見ながら毎日あれこれと

言い合っているので良いコミュニケーションになっています。 

 

261 我が家では普段から食事の時間はテレビを消しています。でも、実家は食事の時もテ

レビがついています。テレビがついていると、テレビに気を取られて食事がなかなか

進まないという欠点はありますが、テレビを見て一緒に笑ったり、クイズを考えたり

と悪いことばかりでもないと思います。ゲームも親と一緒に遊ぶと子供は喜びます。

テレビやゲームを悪い物とするより、親子で一緒に楽しめば良いのではないでしょう

か。（ゲームのやり過ぎは目に悪いのでよくないとは思いますが…） 

 

262 今、子供を育てるための養育費はかなり多額です。なので共働き、残業などで子供の

相手の時間を家事などに使う他ありません。（1 人遊びさせてしまう。）まず、家庭だ

けではできない、手に負えない時代、環境が変わるのを夢見ています。このプリント

と一緒についてきた紙に「メディアから出る光、音、電磁波が脳や耳、目、人体に影

響を及ぼしている。」とあったのですが、気になるのでよく詳しく知りたいです。（何

がどうなってこうなってしまうなど、病名など）とっても心配になりますので、近日

中に知りたいです。 
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Ｎｏ. 感      想 

263 目標を立てて実施したわけではありません。意識していませんが、普段と一緒でゲー

ムは時間を決めて行いました。家族で出掛ける事も多かったのでテレビも普段より見

ませんでした。普段は学校や習い事等もあるので、休みくらいはゲームやテレビを楽

しんでも良いのではないでしょうか。 

264 ノーテレビ・ノーゲームだから会話がはずむという事もあまり無いと思うので、あま

り効果がなかった。 

265 テレビやゲームは日常生活に無くてはならないものになりつつあります。強制的に見

せない、やらせないでは、子供なりのストレスが溜まっている様にも思えます。きち

んと時間を決め、けじめある行動を覚えさせる事により遊びと勉強のメリハリがつい

てきたと感じます。この機会を有意義に活用し、日常生活に自然に取り組めるように

したいと心掛けます。 

266 だらだらと「ながらテレビ」を止めたことで、本当に見たい番組だけ厳選して録画し、

空き時間に見るようになり、時間が有効に使えるようになった気がする。 

267 ゲームをしない日を作ったことで、本を読む時間ができました。テレビを消す事で、

宿題がスムーズに出来たように思います。 

268 記録はしていませんが、毎日の習慣として食事の時はＴＶは消していましたし、夏休

み前もゲームはやっても１日 30 分、休みの日は、午前中、夜 30 分ずつと決まってい

てきちんと守っています。外遊び、読書、工作と習い事など、バランスの取れた生活

を送っていると思います。 

269 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。 

270 普段からテレビはあまり見ていないので、特に意識しなくても大丈夫でした。 

271 ノーテレビ・ノーゲームの時は、本を読むことが多かった。 

272 テレビを見なくても生活できるんだという事が分かりました。 

273 テレビがついているのは、父親の私がナイターを見ている時のみです。 

274 初はゲーム 1 時間までと言うチャレンジを守れるか心配でしたが、夏休み中、守っ

てくれました。これからも続けて行ってほしいです。 

275 テレビやゲームの時間を計ると結構な時間、テレビやゲームをしているのに気が付き

ました。 

276 テレビもゲームもずっとしている事はよくないと思います。しかし、ニュースなどテ

レビから得る物もあるので、完全に否定は出来ない。授業で地図記号を覚え、テレビ

に出てきた時は、きちんと答えており、プラスの面もある。ゲームに関しては、30 分

～1 時間ごとに休憩を入れさせました。 

277 テレビを見たりゲームをするよりも外で遊んだりした方が、子供達の表情も生き生き

していたように思います。今後も家族でノーテレビ・ノーゲームを意識していきたい

と思います。 
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278 家事間の会話ができた事が非常に良かったと思います。また、勉強の時間が増え、本

人のためになったと思います。継続するべきです。 

279 勉強やお手伝い、良い事をしたらゲームを 30 分しても良いルールになっています。

夏休み中は時間がたくさんあるので、テレビを見たり、ゲームをしてしまいがちです

が、ゲームをするために良い事をたくさん探して頑張りました。ノーテレビ・ノーゲ

ームにこだわらず、家での家族との関わりを作ったり、生活の中での自分の役割を見

つけられるようにすることが大事だと思います。 

280 ノーテレビ・ノーゲームを意識して生活することにより、親や祖父母等家族と関わる

時間が増した。特に、お盆の時などは、食事を作る手伝いを行いました。また、父方

母方の双方のお墓参り等しっかりと行うことが出来ていた。 

281 大変でした。5 時間以上見ないように頑張りました。 

282 テレビは見ている時は楽しさを感じますが、一方的なものなのでなるべく見ずにと実

行させました。ＴＶ、ゲームをなくすことで目の疲れも軽減されたように感じました。

283 ゲームは、普段からあまりやりませんが、テレビは見ない事がないので、実践するの

が大変だったと思います。テレビを見てないと家族での会話も増えます。でも、テレ

ビのニュースなど世の中の情報やバラエティなどでも勉強になるものもあるので、い

つもテレビを見ないというよりも時間を決めて見ることも必要なのではと思いまし

た。 

284 ＴＶやゲームをしなくても色々な事で楽しめて良かったと思います。 

285 あまり見ていなくてもテレビがついている時が多かったので、見たい番組を選んで見

るように気をつけるようになりました。 

286 普段からあまりテレビは見ないので、毎日楽しみにしている朝ドラ（ＮＨＫ）を禁止

にできず、ノーテレビ・ノーゲームにはできませんでした。 

287 ノーテレビ・ノーゲームは無理です。 

288 毎日やる事が沢山あり、意識せずともノーテレビという日が多かったと思います。今

ではこちらの都合で「ちょっとテレビでも見てて」ということもあったかな、と少し

反省の材料になったかもしれません。ただ、テレビを見ながら、「こういう話題につい

てどう思う？」と問題提起が出来て、家族間の会話につながる、という部分もあると

思います。やはり、見る番組を選ぶ、だらだら見ない、といった事が大切だと思いま

した。 

289 子供との話が増えた。 

290 全くテレビやゲームをやらないのは難しいですが、けじめをつけるという意味につな

がるのは良い事だと思います。 

291 ノーゲームは簡単に出来ますが、ノーテレビは家族が見たい番組があると見てしまう

ので難しいです。 

292 テレビを消して勉強すると集中力が付いて良かったと思います。 
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293 家にいる時間が多いとテレビをつけて見てしまう。ノーテレビ・ノーゲームを意識し

ていると、見なくてもよいテレビなどは消すようになって節電できた気がします。 

294 普段からテレビやゲームに依存しない生活をしているので、特別なことはありません。

（ゲームは持っていませんし、テレビは日曜日の夜だけです。）夏休み中は、毎年、名

作映画のＤＶＤを借りてきて見ています。（今年も例年通り） 近の映画は親子で楽し

める作品も少ないですね。テレビに関してはあまりにもお粗末な番組が多く、スイッ

チを入れる気にもなりません。 

295 親がゲーム機を預かることでノーゲームに取り組んでみました。子供に持たせておく

と時間に関係なく、ダラダラといつもゲームをしていましたが、親が預かることでダ

ラダラがなくなりました。また、他の遊びをする時間も増えました。 

296 テレビは何となくつけると何となく見てしまうことになるので、始めから番組を選ら

んで見るようにしなければと思いました。 

297 普段は、忙しくてＴＶを見る時間はほとんどありません。夏休みなので少し見られま

した。ゲームも普段からほとんどしません。今までと変わらず生活しました。 

298 今年の夏休みはノーテレビ・ノーゲームにチャレンジを頑張って出来たと思います。

暑かった夏休みですが、時間をうまく利用して外でも元気に活動出来ました。小学校

後の夏休みがとても思い出に残る夏休みになったと思います。 

299 テレビやゲームをしない時の方が、遊び方を工夫することができると思います。 

300 普段からほとんどゲームはしません。テレビは見ますが、あまり長い時間は見せない

ように気をつけています。ただ、テレビについては、見る番組によっては（ニュース

など）親子の会話の時間となり、役に立つこともある様です。 

301 ノーテレビ・ノーゲームをしてテレビを見せないというのは、すぐ出来そうです。ノ

ーゲームは大変でした。ゲームでない物で遊ばせた。 

302 外で友達と遊ぶことが増えましたが、同じ年の子供達は習い事で時間が合いにくく、

寂しがっていました。 

303 我が家では、以前から食事をしている間、テレビをつける事はありませんでした。な

のでテレビを見なくても大丈夫でしたが、ゲームをしない事は大変でした。家にいる

とどうしてもゲームをしてしまうので出掛けるようにしました。その分、無駄なお金

が出て行ってしまいました。ノーテレビ・ノーゲームを達成したのは、たったの 8 日

間でした。 
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Ｎｏ. 感      想 

304 ノーテレビはなかなか難しいですが、家族で意識して会話の時間をこれからも増や

していきたいと思います。 

305 食事の時にテレビを見ない事によって会話が増えました。ノーテレビはなかなか難

しいですが、本を読んだり、いろいろな時間が持てると思いました。少しずつ出来

たら良いと思います。 

306 毎日、ノーテレビという事がなかったので、（ゲームをやらないでいた時期はありま

すが）1 日見ないでいる事は出来ませんでした。でも、宿題等をする時はテレビを

つけないようにしています。 

307 中学校に行ったら部活などが忙しく、あまりテレビを見なくなった。 低でも、勉

強する時は、テレビをつけない習慣をつけてほしい。 

308 時間を有効に使っていた。休みの間だけではなく、これからもずっとやっていって

ほしいです。 

309 大人がテレビを見る事が好きなので、子供と一緒にチャレンジしました。テレビを

見ないで静かにしていると、虫の声が聞こえたり、子供と違う意味での会話ができ

ました。ノーテレビ・ノーゲームもいいですけど、ラジオは聞いてもいいんでしょ

う。 

310 テレビの時間やゲームの時間が前より少なくなったと思います。 

311 家族での会話をする機会が増えた。また、読書等自分で遊ぶ方法を積極的に見出し

ていくようになった。 

312 よくできました。でも、夕食中にボケーっとテレビを見るのはやめましょう。夏休

み中にプリントを出せるようにしてね。 

313 ノーテレビ・ノーゲームを行う事により、よりスムーズに宿題に励んでいました。

ノーテレビ・ノーゲームを実施出来た日は、少なかったですが、ＴＶではニュース

等を率先して見ていたので、勉強の一環として良しと致しました。計画的な時間配

分がしっかりと出来ていたので勉強にも集中し、毎日が規則正しい生活を送れてい

ました。 

314 テレビがついているからつい見てしまう…という事がなくなり、ビデオやゲームも

時間を決めてできるようになったので良かった。本を沢山読むようになった。 

315 ゲームは１日 2 時間の約束をきちんと守っていました。勉強・宿題も午前、午後に

分けて出来ました。 

 

316 中学生の夏休みは、部活や塾、宿題ととても忙しく、ゲームをしたりテレビを見た

りする時間はあまりないので、特にテレビを見る時間をなくす必要はないような気

がしました。 
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317 「テレビを消して勉強をしなさいネ」と声を掛けた時は、守ってやっていましたが、

日中は仕事で不在なためどうしてもＴＶがついていたようです。自覚を持って自ら

行動をしてもらいたいと思います。食事中等消して食べる事もあり、1 日にあった

事など（ＴＶがついている時もですが…）楽しく話しながら、食事ができたかなと

思います。 

318 ゲームはほとんどしなかったと思います。今年は部活があったので、テレビも 2 時

間位で、あとは、宿題をしたり、疲れて寝ている事が多かったです。 

319 毎日テレビは見ていました。ノーゲームの日もありました。ほとんどゲームはして

いませんでした。勉強は夏休みの 初のうちは気合が入っていましたが、中旬頃か

ら…自分なりに計画を立てていた様です。 

320 チャレンジ番号④は実践出来なかったように思う。部活の無い日は宿題をしたり、

外で遊んだり、自分なりに考えて過していました。 

321 時間を決めてのノーテレビ・ノーゲームではなかったので、今後は何時から何時ま

でと時間を決めてチャレンジして行きたいと思います。まずは、1 時間程度でも良

いと思いますので、約束をして確実に実施をして行きたいと思います。 

322 時間に区切りをつけて勉強も集中できたと思います。私自身が仕事でなかなか一緒

に手伝って勉強を見る事が出来なかったのですが、頑張っていました。周りを気に

せず、静かに集中する。できる時間も１人の時間も大事だと思いました。続けてい

きたいと思います。 

323 いつもよりテレビやゲームの時間を決め、めりはりのある生活が出来ました。テレ

ビを消す事によって会話が増え、コミュニケーションをとる時間が増えました。 

324 今の恵まれた時代にノーテレビ・ノーゲームは少々やり過ぎ？！な気もしますが、

意識づけにはなったと思います。 

325 ノーテレビ・ノーゲームは無理です。 

326 テレビやゲームの時間を減らす事で子供とのスキンシップや家族での会話がいつも

より増えた事やお手伝いなどを自分から進んでしてくれたこと、この夏休みは特別

なことはなくてもすごく楽しく子供と過ごせました。 

327 本人なりに一生懸命やっていました。「勉強したらテレビを見る。」「やる事が終わっ

たら（少し）ゲームをやる。」などその子に合ったノーテレビ・ノーゲームが出来る

と良いと思いました。 

328 勉強が多かったけど、ノーテレビ・ノーゲームをやってみてちょっとだけ楽しかっ

たと思います。ちょっと迷惑を掛けた時もあったけど、楽しく過ごせたので良かっ

たです。 

329 あまりテレビを見るのが減ったので節電にも役立ちました。ノーテレビをしている

時間にとても良かったので嬉しかったです。 

330 チャレンジすることによって勉強等集中出来る時間が多少あったように思います。
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331 ノーテレビ・ノーゲームのチャレンジは、家族の会話が増えたり、絆を深める時間

ができ、とても良かったと思います。 

332 日常の生活には無くてはならない物になってしまっています。いきなり見せなかっ

たり、やらせなかったりでは、かえって子供のストレスは溜まるものだと感じまし

た。今回は徐々に時間を少なくし、自然とＴＶやゲームから遠ざける方法で、少し

は勉強に集中する事が出来始めたと思います。今後も継続して無理のないように行

っていきます。 

333 宿題に集中し、スムーズに行っていました。普段はゲームやＴＶを見始めると、あ

っという間に時間を過ごしてしまっていましたが、ノーテレビ・ノーゲームにチャ

レンジした事により、勉強やお手伝いを計画的に行い、規則正しい生活を送れてい

ました。（母） 

334 ゲームはしないが、テレビの時間を他の時間に使う事は、お手伝いの時間や自分の

趣味にも使え良い事だと思います。 

335 テレビ、ゲームなどをしない時は、いろんな話ができ、このような時間を持てた事

は嬉しかった。（パパ） 

336 月曜日は家族が誰もテレビを見ないようしています。食事の時などは自然に会話が

多くなります。毎日は無理なので、週に一度位はこのような時間を持てると良いと

思います。 

337 友達の会話やいる時間が長くなって家の手伝いも少しやる様になった。 

338 元々ゲームはしないのですが、テレビを見る時間を減らした事で、普段あまりやら

ない事をやってみたり、会話もいつもよりたくさん出来たかと思います。特に見た

い番組がなくてもテレビがついていると何となく見てしまう事が多いので、節電も

兼ねて今後もノーテレビの時間を作っていければと思いました。 

339 今までテレビやゲームをしていたので、なかなか見ないではいられないようです。

親もニュースやドラマなど見ていますし、難しいです。 

340 普段からテレビがついているのが当り前の生活の中でチャレンジをする事に対し

て、子供なりに努力していたように思います。今後もノーテレビ・ノーゲームを続

けていきたいと思います。 

341 ノーテレビ・ノーゲームを実施し、勉強を熱心にできました。 

342 テレビが故障した時にとても不便を感じたので、我が家でノーテレビを行うのは、

難しいと思いました。 

343 ノーテレビ・ノーゲームは今年の節電にも協力でき、良かったと思います。集中し

て勉強に取り組む事が出来ました。 

344 勉強をする時間が増えたような気がします。 

345 本を読む時間が増えたように思いました。 

346 静かな空間での勉強や読書が集中して出来たと思います。 
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347 食事の時はテレビを消すように努めました。テレビのすべてが悪いとは思いません。

ニュースなどを見て家族で話し合ったりするのは、良い事と思います。 

348 ゲームをする時間は守っていたようです。ゲームをしなくなった代わりに漫画を読

んでいました。 

349 中学生になったら親の言う事はあまり聞かない。 

350 家の息子はほとんどテレビを見ませんが、その代わりパソコンを毎日のように 4 時

間やっていました。ノーテレビ・ノーゲーム・ノーパソコンと付け加えたらいかが

でしょうか？ 

351 チャレンジメニューの③は、日頃からゲームをしない事が多いのでチャレンジでき

たと思います。テレビも時間を決めて見る時は見る、見ない時は見ない生活が出来

たと思います。 

352 テレビは我慢できてもゲームは無理みたいです。 

353 節電のため夕食の時や夜のＴＶを消す事が多かったので、家族での会話が増えたよ

うに思います。中学生は元々部活や勉強で忙しく、一日があっという間のようでい

つもはテレビを見たり、ゲームをする時間はほとんどありません。夏休みはどうか

なと思いましたが、多少昼の時間に余裕があったのでやってはいたようです。 

354 テレビもゲームもしないと何もやることがなく、読書や勉強をするしかないので、

宿題ははかどったと思います。なかなか、テレビやゲームを止める事は難しいです

が、少しずつ続けていけたらと思います。 

355 子供がＴＶの代わりに勉強をしていた。 

356 テレビを見なくなった。このまま続けてもらいたい。 

357 ＴＶのある生活に慣れ、ＴＶが当り前の環境で過ごしてきているため、なかなかＴ

Ｖを消せず、ながら勉強をしていたようです。日中は仕事で親が不在のため守れる

事は少なく、私がいる時は消して勉強をさせていましたが、中 3 ですので自らの意

識で行動し守らなければ、ノーテレビは無理ですネ。気持ちを新たにしてノーテレ

ビ（勉強をする時だけでも）を実践してもらえればなと思います。食事中の会話は、

ついていても、ついていなくても会話はあり、楽しい食事の時間になりました。 

358 以外にノーテレビはやってみると難しいと思いました。普段、何気なくＴＶをつけ

てしまっているのに気付きました。 

359 出来るだけ勉強の時はテレビを消すように心掛けていた。ノーテレビ・ノーゲーム

の時は読書をすることを意識していた。節電の事も考えて「無駄な電気を使わない」

ことに気をつけて生活するようになった。 

360 今年は部活が早かったので家にいる時間が長く、テレビを見る時間が長くなるかな

と思いましたが、自分で計画を立て実行していたので、日中テレビの時間はほとん

どなかったようです。 
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361 あまりＴＶを見ている方だと思わなかったが、〝意識して見ない〟をやってみる事

でダラダラつけていることに気付きました。朝はニュースを見ながら食事をとる習

慣があったが、朝ＴＶをつけてない時は 6 時 30 分頃に食事を済ませ、その後ゆっく

りニュースを見るようになった。まだ、慣れないが習慣にできるように心掛けたい。

362 テレビを消す事により節電にもなり、家族で会話する時間も増え、とても良い時間

になりました。 

363 ノーテレビ・ノーゲームを意識し実行すると生活習慣がよくなったと思います。ま

た、読書をすることが普段はなかったのに夏休み期間中はありました。さらにこれ

を良くして受験の勉強に尽くしてほしいです。ノーテレビ・ノーゲームを美浦だけ

でなく隣の阿見町や稲敷市などにも広げていってはどうでしょう？節電にもなると

思います。 

364 テレビを見る時間が少なくなり、家族、兄弟との話し合いが多くとれて楽しくなり

ました。 

365 ノーテレビ・ノーゲームを行ったことで息子の勉強時間が増えたように思いました。

366 勉強に集中できた。他の事に使う時間ができて良かったと思う。 

367 ＴＶを見る時間が減り、勉強の時間が増えて良いと思いました。 
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