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2019年，中学生は家庭学習で
どのようなメディアを利用していたのか
～「新型コロナウイルス」前に実施したウェブ調査とデプスインタビュー調査から～

メディア研究部  渡辺誓司 / 宇治橋祐之　
東京都立大学人文学部准教授　酒井　厚　

NHK放送文化研究所（以下，文研）では，
NHKが提供する学校現場に向けた教育サー
ビスを検討するための基礎資料を得る目的で，
1950年から2012年まで「学校放送利用状況
調査」を，そして2013年からは「教師のメディ
ア利用と意識に関する調査」を定期的に実施
し，学校現場のメディア利用の実態を把握して
きた。一方，児童・生徒のもう1つの学習の場
である家庭における学習に関する調査は，住
民基本台帳の閲覧の制限など調査を取り巻く
環境が厳しくなり，児童・生徒個人を対象とす
る調査には困難が伴うことなどもあって，ほと
んど実施していなかった。そこで，2019年秋に

 はじめに

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するた
めに，2020年3月2日から全国の学校が一斉に
休校となった。6月1日にはほぼすべての小・中
学校が再開されたが，長く続いた休校の間の学
習は児童・生徒のそれぞれの家庭で進められ 
た。4月23日には，文部科学省が各都道府県教
育委員会などに向けて，家庭学習でICTを積極
的に活用するよう通知した1）。家庭学習における
デジタルメディア2）の利用が加速化していること
が推測されるが，そもそも家庭ではどのようなメ
ディアを使って学習が行われていたのだろうか。

NHK放送文化研究所の定期的な調査から，学校現場ではデジタルメディアの利用が進む様子がみてとれるが，
もう1つの学習の場である家庭ではどのようなメディアを使って学習が行われているのか。中学生の家庭学習にお
けるデジタルメディアの利用に焦点をあて，2019年秋から冬にかけて中学生とその母親を対象に行ったウェブ調査
とデプスインタビュー調査の結果を報告する。

ウェブ調査では，家庭学習を行っている中学生のうち，その半数以上が家庭学習でデジタルメディアを利用して
いた。スマートフォン，タブレット端末，パソコンの利用が多く，英語（英単語の検索や音声教材など），総合的
な学習の時間や社会（いずれも検索サイトでの調べものや資料動画の閲覧）の学習でよく利用されていた。ただ，
家庭学習の教材としては，教科書や参考書などの紙媒体の利用のほうが多かった。

また，家庭学習でデジタルメディアを利用している中学生は，利用していない中学生よりも，勉強へのやる気が
高く，自分が理解できるように工夫していて成績もよいこと，母親がデジタルメディアを利用した学習を推奨してい
る家庭の中学生は，消極的な家庭の中学生よりもやる気が高いことが示された。

デプスインタビュー調査では，自分専用のスマートフォンを所有する中学生の全員が，英単語の検索など，辞典
や事典代わりにスマートフォンを学習で利用していた。また，元教師や塾の講師が登場して説明する「授業動画」
は，理解できるまで繰り返し視聴するなど，好評だった。

今回の調査は，新型コロナウイルス感染拡大に伴う一斉休校前に実施したが，デジタルメディアとの親和性が
高いと推察されるウェブ調査の対象者においても，そのすべてが家庭学習でデジタルメディアを利用しているわけ
ではなかった。新型コロナウイルスの影響でオンライン学習へのニーズが高まる中で，デジタル機器を所有してい
ない家庭が存在することなども踏まえ，学習格差が拡大しない配慮が求められる。
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表 1　ウェブ調査の概要

中学校の教師を対象とする調査 3）を実施するタ
イミングに合わせて，新たに中学生の家庭学習
に焦点をあてたウェブ調査とデプスインタビュー
調査を行うことにした。学校では，パソコンや
タブレット端末の利用が進んでいることが調査
で明らかになっているが，家庭学習で中学生が
どのようなメディアを使っているのか，教科書
や参考書などの紙媒体も交えて，その基本情
報を得ることに努めた。調査には，東京都立
大学・酒井厚准教授（発達心理学）が加わり，
中学生と家庭で接する時間が長い保護者とし
て，母親にもメディアを利用した家庭学習への
評価や子どもの学習への関わり方を尋ねた。

2つの調査が終了したのは2020年1月末で，
期せずして新型コロナウイルスによる長期休校
前の状況を把握することができた。休校中，そ
して学校再開後の家庭学習におけるメディア利
用がどのように変化したのか，その比較に資す
る情報として報告・記録するものとする。
※本稿の執筆は，ウェブ調査の量的な分析を渡辺，

中学生と母親との関わりの分析を酒井，デプスイン

タビュー調査の分析を宇治橋が担当した。

 1. 調査の設計

今回の調査は，中学生とその母親を対象に，
量的調査のウェブ調査と，その結果を深掘り
する，質的調査のデプスインタビュー調査とを
組み合わせて行った。

ウェブ調査では，中学生自身の回答を得る
ために，予備調査で，調査会社にモニター登
録をしている全国の母親を対象に中学生の子
どもの有無を尋ね，調査への参加が可能な，
同一家庭の親子に本調査を実施した。世論調
査のような代表性はないが，中学生にアプロー

チする1つの方策として考えた。また，調査結
果に関わる影響要因を最小限にするために，
サンプルに次のような条件を加えた。
①母親，父親，子どもが同居している（単身赴任

を含め，調査時点で親が不在の家庭は除く）
②調査対象の中学生は，中学校の通常学級に

在籍している
③メディア利用は年長のきょうだいの影響を受

けることが大きいと考えられるため，調査対
象の中学生は長子とする。また，相互に影
響し合うことが大きい多胎児を除く
デプスインタビュー調査では，ウェブ調査の

結果からタイプ分けを行い，同調査の回答者の
うち各タイプに該当する中学生とその母親（計
18組）に対して，親と子を別々に，1人ずつの
聞き取りをした。デプスインタビュー調査の概
要は表8（56ページ）に示した。

 2. ウェブ調査の概要と
     分析対象者のプロフィール

ウェブ調査の概要は表1のとおりである。

調査名 中学生の家庭学習におけるメディア利用に関する調査

調査目的
中学生の家庭学習の実態，および家庭学習時のデジタ
ルメディアの利用状況とともに，家庭学習のメディア
利用からみた親子の関係を把握する。

調査方法 インターネット上で行うアンケート調査（ウェブ調査）

調査時期 予備調査：2019 年 9 月 6 日（金）～ 10 月 11 日（金）
本 調 査 ：2019 年 10 月 2 日（水）～ 10 月 17 日（木）

調査
対象者

インターネットリサーチ会社に登録しているモニター
（母親）とその子（中学生）
母親に予備調査を行い，本ページに記載した①～③の
条件を満たした親子に本調査を実施

調査人数

中学生の 1 年生・2 年生・3 年生の男女，計 6 グルー
プにそれぞれ 200人ずつ割り当てた，計 1,200 組の親子。
ただし，該当中学生とその母親が，それぞれに用意し
た設問に個別に回答する形式にしたため，両者の回答
がそろっている場合のみを有効回答とした。
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全体
学年・男女 きょうだい 通っている中学校

1 年生
男子

1 年生
女子

2 年生
男子

2 年生
女子

3 年生
男子

3 年生
女子 1 人っ子 ２人 3 人 4 人以上 公立の

中学校注
国公立の
中学校注

私立の
中学校

1,168 人 208 196 199 189 190 186 448 563 135 22 989 41 138
100％ 18 17 17 16 16 16 38 48 12 2 85 4 12

全体
居　住　地 注　「公立の中学校」は「市立，町

立，区立など，入学試験や選
抜がない学校」，「国公立の中
学校」は「国立，都立，府立な
ど，入学試験や選抜がある学
校」と提示し，母親が回答した。

北海道 東北 関東 甲信越 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州・沖縄
1,168 人 38 70 453 44 19 158 220 56 32 78
100％ 3 6 39 4 2 14 19 5 3 7

全体

年　　　齢 職　　　業

34 歳
以下

35 ～
39 歳

40 ～
44 歳

45 ～
49 歳

50 ～
54 歳

55 ～
59 歳

60 歳
以上

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

会社員 会社経営・
役員 公務員 自営業・

自由業
団体・各種
法人職員

派遣
社員

パート・
アルバイト

在宅
ワーク 学生 専業主婦・

主夫 無職注 その他

母
親

1,168 人 29 182 479 367 94 17 153 2 7 25 6 22 398 13 0 538 0 4
100％ 2 16 41 31 8 1 13 0 1 2 1 2 34 1 0 46 0 0

父
親

1,168 人 9 114 401 408 176 47 13 872 43 91 77 16 3 33 1 0 20 7 5
100％ 1 10 34 35 15 4 1 75 4 8 7 1 0 3 0 0 2 1 0

全体

最終学歴 注　「11 無職」には，定年退職者を含む。

注　 「6 大学」には，四年制大学と六年制大学を含む。

1 2 3 4 5 6 7 8 9

中学校 高等
学校

専門学校・
専修学校

短期
大学

高等専門
学校 大学注 大学院 その他 答えたく

ない
母
親

1,168 人 11 252 146 301 19 398 27 1 13
100％ 1 22 13 26 2 34 2 0 1

父
親

1,168 人 29 266 158 20 36 544 101 0 14
100％ 2 23 14 2 3 47 9 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

テレビ パソコン タブレット
端末

スマート
フォン 携帯電話 スマート

スピーカー
携帯型音楽
プレーヤー

据え置き型の
テレビゲーム

携帯型の
ゲーム機

どれも
あてはまらない

機器
母親

人 1,107 944 407 1,018 126 58 100 206 188 6
％ 95 81 35 87 11 5 9 18 16 1

中学生
人 1,116 716 526 846 122 61 152 553 619 17
％ 96 61 45 72 10 5 13 47 53 1

インターネット
利用 中学生

人 310 677 455 803 34 44 61 331 345
％ 28 95 87 95 28 72 40 60 56

注 1　「機器」の全体は中学生，母親ともに n=1,168　「インターネット利用」の全体はそれぞれの機器を自由に使える中学生の人数で，テレビ n=1,116　パソコン n=716　タブレット端
末 n=526　スマートフォン n=846　携帯電話 n=122　スマートスピーカー n=61　携帯型音楽プレーヤー n=152　据え置き型のテレビゲーム n=553　携帯型のゲーム機 n=619

注 2　5 には「スマートフォン以外のガラケー」，6 には「アマゾンエコー，グーグルホームなど」，7 には「iPod など」，8 には「ニンテンドースイッチ，PS4 など」，9 には「ニンテンドー
3DS・2DS，PS Vita など」の注記をそれぞれ加えた。また，10 は「この中のものはどれもあてはまらない」と表記した。

学年・男女別にそれぞれ200人になるよう設計したが，表 2のように，実数は上下している。3年生の人数が若干少な
いのは，調査時期が，高校受験に向けた準備で多忙な時期と重なったことが影響したと考えられる。

きょうだいの人数は，2人と1人っ子が多い。また，公立の学校に通う者が多いが，例えば文部科学省の調査と比べ
ると，国公立や私立の中学校に通う割合が高い。居住地も，人口推計と比べると関東，近畿，東海の割合が高く，都
市部が多い傾向がみられる。

母親の平均年齢は43.6歳，父親の平均年齢は45.5歳である。中学生の長子がいる両親という条件から，母親，父親
ともに40 ～ 49歳が多い。

母親の職業をみると，専業主婦が最も多く，パート・アルバイトも多い。調査会社に登録して調査に応じる時間的な
余裕があることも関係していると思われる。父親の職業は会社員が多い。

最終学歴は，母親，父親ともに最も多いのが大学卒で，母親は短大卒も多い。国勢調査のデータと比べると，学歴
の高い集団だと考えられる。

今回のウェブ調査の回答には，母親，中学生（子）ともに，多くの回答者がパソコンを使っており，一部がスマートフォ
ンやタブレット端末で回答した。母親の自由に使える機器をみると，テレビのほかに，この3つのデジタル機器の割合
が高い。これらは，テレビ，ゲーム機とともに中学生も自由に使える割合が高い機器であり，母親が調査会社のモニター
であることが反映されていると考えられる。中学生がインターネットを利用している機器も，パソコン，スマートフォン，
タブレット端末の割合が高かった。

表 2　サンプル構成

表 3　親のプロフィール

表 4　自由に使える機器と，その機器における中学生のインターネット利用の割合
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図 1　家庭における学習時間

注1：全体 n=1,168，男子n=597　女子n=571，1年生n=404　2年生n=388　3年生n=376。　
注2：グラフ右の「勉強あり」は，平日は「1日に15分くらい」から「1日に5時間以上」までの合計，休日は「1日に15分く

らい」から「1日に7時間以上」までの合計。なお合計の数値は，実数で足し上げて％を計算しているため，単純に％
を足し上げた数字と一致しないことがある（以下同様）。

利用
あり 

利用環境
あり 
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1日に1時間くらい

1日に30分くらい
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3年生
2年生
1年生
女  子
男  子

全  体

3年生
2年生
1年生
女  子
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全  体

注2 注2

平　

日
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日

5時間
  以上

家で勉強は
しない

4時間
くらい

1時間くらい30分くらい
3時間
くらい15分くらい

2時間
くらい

5時間くらい 7時間以上
6時間くらい

勉強あり 
注

92

92
92
92
91
93

91

90
93
91
90
933年生

2年生
1年生
女  子
男  子

全  体

3年生
2年生
1年生
女  子
男  子

全  体 6 20% 35 22 7 2 8
0

7 22 33 23 6 1 8

5 19 37 21 8 2 8
1

0
6 23 39 19 5 1 8

6 23 36

6 15 31

19 7

1027

1 9
0

3 1 7
0

5 16 24 20 56 11 9

5 16 24 21 46 11 10

4 16 25 20 55 2 1 7

4 17 28 21 25 9

6 19 26

4 12 19

20

13

11

14

12

10 34

9920 15

11 10
00

3 2 7

対象となる中学生，およびその母親と父親
の基本的属性や家庭のメディア環境は表2〜4

のとおりである。これらの特徴を把握しておく
ことは，ウェブ調査の結果を読み取る際の基
本情報になると考える 4）。

 3. 中学生の家庭学習における
     デジタル機器の利用：ウェブ調査

本章では，ウェブ調査からみた，中学生の
家庭学習におけるデジタル機器の利用を捉え
る。まずその前提として，中学生の家庭学習に
関する基本的な状況からみていく。なお本調査
では，中学生が自宅で行っている学習を「家庭
学習」とし，学校や学習塾，図書館など，自宅
以外の場所で行っている学習は省いた。

（1）学習時間と教科，塾や習い事

そもそも中学生は，家庭でどれくらいの時
間，学習を行っているのだろうか。平日と休日
のそれぞれの学習時間を尋ねた結果をまとめ
たのが図1である。グラフの右側に数字で示し
た，家庭学習を行っている「勉強あり」の割合
をみると，平日も休日も90%を超えている。多
くの中学生は，平日は学校から帰宅後に家庭
で勉強をしており，時間の余裕がある休日に
は，学習時間が5時間以上の中学生が平日よ
りも多かった。

男女別にみると，平日はそれほど差がない
が，休日は女子の学習時間のほうが長い。学
年別では，平日，休日ともに3年生の学習時間
が最も長い。ウェブ調査の実施時期が2019年
の秋だったこともあり，高校受験に向けた学習
が本格化する時期と重なったこともこの結果に
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図 2　家庭で学習する教科（複数回答） 

注：【　】内は，家庭で学習を行っている中学生全体（n=1,084）の値である。
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反映されていると考えられる。
次に，平日あるいは休日に家庭学習を行って

いる「勉強あり」の中学生を対象に，勉強する
教科を尋ねた（図2）。教科には，英語，国語，
数学，理科，社会のいわゆる主要5 教科に，
学校の授業でも，資料の検索やそのまとめな
どのためにパソコンなどのデジタル機器を利
用することが多い「総合的な学習の時間」を加

えた。これら6 教科の中では，数学，英語を
回答した割合がほかの4 教科よりも高く，男女
別，学年別にみてもこの傾向は変わらない。6
教科以外の学習をしている中学生はわずかで，
家庭学習を行っている中学生のほとんどが6 教
科のいずれかの学習を行っていた。

図3は，中学生の学習塾や習い事の状況を
母親に尋ねた結果である。中学生本人に尋ね
るよりも，家計の支出を見渡すことができる母
親のほうがその内容を詳細に把握していると考
えたからである。子どもが「塾や習い事は何も
していない」と回答した母親が一定数存在した
ものの，上位に挙がったのは「学習塾」「通信
添削」「楽器」で，学習塾は，半数近くの母親
が回答した。
「学習塾」には補習塾と進学塾を含めたが，

学年が上がるにつれて多くなった。学習内容が
増え高度になっていくことへの対応とともに，
やはり高校受験に向けた学習に備えるために，
学校以外の学習へのニーズが表れていると考
えられる。「通信添削」は，学年別で学習塾と
は逆の傾向がみられたが，今回の調査ではそ
の理由は把握できなかった。

以上のような中学生の家庭学習の状況を踏
まえて，家庭で主要5 教科と総合的な学習の時
間を合わせた6 教科のいずれかの学習を行っ
ている中学生（調査対象全体の90％，1,055
人）に対象を限定して，家庭学習におけるデジ
タルメディアの利用についてみていく。

（2）家庭学習で利用しているデジタル機器

まず，家庭学習でどのようなデジタル機器を
利用しているのか，教科別に図4に示したよう
な機器を挙げて尋ねた。6 教科のいずれかの
家庭学習を行っている中学生が学習で利用し



41AUGUST 2020

塾や習い事は何もしていない

その他

その他のスポーツ系

いずれかの機器の利用あり

家で勉強するときには、機器は使わない

1～10以外の機器

電子書籍リーダー

電子辞書

テレビ

ゲーム機

携帯型音楽プレーヤー

スマートスピーカー

パソコン

タブレット端末

携帯電話

スマートフォン
【27%】

【1%】

【21%】

【16%】

【1%】

【1%】

【1%】

【1%】

【12%】

【2%】

【43%】

【57%】

【5%】

【1%】

【20%】

【1%】

男  子（n=538）
女  子（n=517）
1年生（n=366）
2年生（n=346）
3年生（n=343）

16

15

14

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

塾や習い事は
何もしていない

その他

その他の
スポーツ系

1～11のいずれかの
機器の利用あり

家で勉強するときには，
機器は使わない

1～10以外の
機器

電子書籍
リーダー

電子辞書

テレビ

ゲーム機

携帯型
音楽プレーヤー

スマート
スピーカー

パソコン

タブレット端末

携帯電話

スマートフォン

注

注

注

注

注

23%
32

24 29
29

1

1
0

2
3

24

16
15

15
15

1
1

0

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1

2

2

15
9

1

1

1
1

1
1

2
2

2

2

4

4
7

47
43
43
44

39

2

53

57
57
56

61

5

2

23

23
2116

15

1
1
1

1

1
1

10

16
13

17

20
21

17
20

図 3　学習塾や習い事（母親による複数回答） 図 4　6 教科の家庭学習で利用している機器（複数回答） 
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注1：【　】内は，中学生の母親全体（n=1,168）の値である。
注 2：1には「補習塾・進学塾」，4には「進研ゼミなど」の注記を加えた。

注1：【　】内は，家庭で6 教科のいずれかの学習を行っている中学生全体
（n=1,055）の値である。

注 2：2には「スマートフォン以外のガラケー」，5には「アマゾンエコー，グー
グルホームなど」，6には「iPodなど」，7 には「据え置き型と携帯型
の両方を含む」，10には「Kindleなど」の注記をそれぞれ加えた。
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（100%= 各教科の家庭学習を行っている中学生）

ている機器としては，スマートフォン，タブレッ
ト端末，パソコン，電子辞書の利用が多く，
ほかの機器の利用は少ない。

パソコンとタブレット端末は，2019年度に文
研が中学校の教師を対象に行った調査でも授
業における利用が進んでおり5），中学生にとっ
て学習に役立つ身近な機器といえる。一方，ス
マートフォンについては，同調査では家庭学習
で利用することに多くの教師が消極的であると
いう結果だった 6）のに対し，家庭ではすでに学
習に利用されている実態が今回の調査からみて
とれた。電子辞書は紙の辞書に代わるデジタル
機器で，英和辞典や国語辞典，百科事典など
の機能のほか，映像資料や英単語の発音のよ
うな音声資料も備えている。スマートフォンとは
異なり，教室への持ち込みを認めている学校も
多く，サイズがコンパクトで持ち運びに便利なこ
とから，学校と家庭の両方で利用されていると
考えられる。

各機器の利用を男女別，学年別にみると，
学年による違いはそれほどみられないものの，
スマートフォンと電子辞書は男子に比べて女子
の利用が多い。今回の調査で，家庭で自由に
利用できる機器のうち自分
専用で使える機器の所有を
尋ねたところ，スマートフォ
ンを回答した中学生の割合
は，男子の54％に対して女
子は63％と高い結果であっ
たことも反映しているよう
だ。

家庭学習におけるデジタ
ル機器の利用で注目される
のは，図4に示したいずれ
かの機器を利用して学習し

ている中学生の割合は57％で，逆に4割を超
える中学生がこれらの機器を学習に利用して
いなかったことである。今回の調査対象者の
特徴として，中学生がスマートフォン，パソコン，
タブレット端末を自由に使える家庭環境にある
割合が高いことを挙げた（38ページ表4）が，
必ずしもそれらの機器が家庭学習にも利用さ
れているというわけではないようだ。すなわち，
機器は利用できても学習には使わないという中
学生が存在していて，それは，後述のように，
家庭学習におけるデジタル機器の利用をどのよ
うに捉えているか，中学生自身や母親の機器
利用に対する意識が反映されているものと考え
られる（46・47ページ図6）。

次に，家庭で学習している教科別に，どの
ようなデジタル機器が多く使われているのか，
利用の割合が高い上位3 機器を表5に示した。
教科によって順位の変動はあるものの，スマー
トフォン，タブレット端末，パソコンが並ぶ。
国語で3位の電子辞書は，英語でも4位に入っ
ており（13％），電子辞書は，言語系の教科で
一定の利用がみられた。

表の右に示した「機器利用あり」は，図4に

表 5　教科別にみた家庭学習で利用している機器　（複数回答で上位３機器）

1 位 2 位 3 位 機器利用
あり注

6 教科全体 （n=1,055） スマート
フォン 27% タブレット

端末 21 パソコン 16 57

1 英語 （n=868） スマート
フォン 25 タブレット

端末 19 パソコン 14 54

2 国語 （n=715） タブレット
端末 15 スマート

フォン 11 電子辞書 8 38

3 数学 （n=902） タブレット
端末 16 スマート

フォン 14 パソコン 10 35

4 理科 （n=628） タブレット
端末 17 スマート

フォン 14 パソコン 11 38

5 社会 （n=638） タブレット
端末 19 スマート

フォン 15 パソコン 12 41

6 総合的な
  学習の時間 （n=168） スマート

フォン 18 タブレット
端末 17 パソコン 17 48

注：「機器利用あり」は，各教科で図4の1 ～ 11のいずれかの機器を利用して家庭学習を行ってい
る中学生の割合。
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図 5　6 教科の家庭学習で利用している教材（複数回答） 

注1：【　】内は，家庭で6 教 科のいずれかの学習を行っている中学 生全体
（n=1,055）の値である。

注 2：「デジタル群」「非デジタル群」は，6 教科の家庭学習を行っている中学生につ
いて，図4の1 ～ 11のいずれかの機器の利用の有無で分類した。

注3：選択肢には下記のように注釈を加えて提示した。
4：図鑑・辞典（国語辞典，英和辞典など）・事典（百科事典など），5：通
信教育の教材（進研ゼミなど），6：勉強に特化したアプリ，ソフト，ウェブサ
イト（スタディサプリ，NHK for Schoolなども含む），7：一般のアプリ，ソフ
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テレの番組など），9：ラジオ番組など（『基礎英語』など），11：通信教育の
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（スタディプラス），clear（クリア）など），15：オンラインの個別指導（画面
の向こうに先生がいて指導を受けるなど。例えば，CCDnet，Z会，個別指
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示した機器のいずれかを利用している割合
で，すでに触れたように6 教科全体では57％
だが，英語，総合的な学習の時間，社会の
順で利用が多かった。英語で利用が多いの
は，紙媒体の英和辞典の代わりにスマート
フォン，タブレット端末，パソコンが利用され
ていると推測される。文字情報だけでなく発
音のような音声情報も合わせて確認できると
いう，デジタル機器ならではの利点があるか
らだろう。総合的な学習の時間と社会では，
それぞれの教科の特性から，事象や資料の
検索，映像資料の視聴などのほか，特に総
合的な学習の時間では，調べた内容を電子
データにまとめ，学校の授業で発表する準備
を行うためにも利用されていると考えられる。

（3）家庭学習で利用している
      デジタルコンテンツ

前節では，家庭学習におけるデジタル機
器の利用に注目したが，では，中学生はそ
れらの機器を使ってどのようなデジタルコン
テンツを利用しているのだろうか。今回の調
査では，デジタルコンテンツだけでなく，学
校で使っている教科書をはじめとする紙媒体
についても合わせて調べた。6 教科のいずれ
かの家庭学習を行っている中学生を対象に，
図5に示したような紙媒体とデジタルコンテ
ンツを提示して，教科別に利用している教材
を回答してもらった。ここでは，デジタルコ
ンテンツを利用するにはデジタル機器を利用
していることが前提となることや，男女別や
学年別にみてもその結果に大きな違いはみら
れなかったことから，前節で取り上げた，6
教科の家庭学習においていずれかの機器を
利用している「デジタル学習群（以下，デジ
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NHK for School 『アクティブ 10 公民』
http://www.nhk.or.jp/syakai/active10_koumin/

タル群）」（599人）と機器を利用していない「非
デジタル学習群（以下，非デジタル群）」（456人）
の2つのグループの違いに注目することにする。

まず，紙媒体についてみると，両グループとも
「学校で使っている教科書」の利用が多く，こ
れに「参考書・問題集・ドリル」が続く。今回
の調査対象者には，学習塾に通ったり，通信
教育を受講したりしている中学生が一定数存在
していたが，その多くが家庭学習で，塾や通信
教育が配付する紙媒体の教材を利用している。
また，前節では電子辞書について触れたが，
従来の紙媒体の図鑑や辞典，事典も利用され
ていた。1～5のいずれかの紙媒体を，90%の
中学生が利用していて，「デジタル群」「非デジ
タル群」で比べても差はみられなかった。

次に，デジタルコンテンツで利用が多いの
は，全体でみると「一般のアプリ，ソフト，ウェ
ブサイト」「通信教育のデジタルメディアの教材」

「勉強に特化したアプリ，ソフト，ウェブサイト」
である。塾や通信教育で配信されるデジタル
コンテンツの利用もみられたが，いずれも紙媒

体で提供される教材のほうが多く利用されてい
た。6～15のいずれかのデジタルコンテンツを
利用している割合は，6 教科のいずれかの家
庭学習を行っている中学生の54％であった。

デジタルコンテンツの利用を「デジタル群」
「非デジタル群」でみると，どのコンテンツの利
用も「デジタル群」のほうが多い。「デジタル群」
では，「一般のアプリ，ソフト，ウェブサイト」

「通信教育のデジタルメディアの教材」「勉強に
特化したアプリ，ソフト，ウェブサイト」に加え
て，「電子辞典の中にあるいろいろな辞典，事
典，図鑑」も利用されていた。「非デジタル群」
でも，「通信教育のデジタルメディアの教材」へ
の回答がみられたが，これは，通信教育が学
習だけにしか使えないタブレット端末を配付し
ており，それを使った教材の回答が含まれてい
るものと推測される7）。

紙媒体とデジタルコンテンツの利用を比較す
ると（図5の※印），機器の利用の有無にかか
わらず紙媒体のほうが多く，6 教科に限られる
とはいえ，家庭学習を行っている中学生の多く

「NHK for School」の認知と利用
今回のウェブ調査では，NHKが学校教育向けにインターネットで提

供している「NHK for School」の利用についても尋ねた。「NHK for 
School」には，NHK学校放送番組のウェブサイトが集められており，番
組のストリーミング視聴や動画クリップなどの映像コンテンツを利用でき
る。2019 年度に中学校教師を対象に行った調査では，最も多く利用し
ていたのは理科の教師（44％）だった 8）。
「NHK for School」は，ネット環境があれば，学校だけでなく家庭

でも利用できる。「NHK for Schoolを知っている」（認知あり）と回答し
た割合は，中学生全体（1,168人）では26％，「デジタル群」（599人）で
は32％，「非デジタル群」（456人）では18％だった。また，「NHK for 
Schoolを知っていてアクセスしたことがある」（利用経験あり）割合は，
全体では9％，「デジタル群」では12％，「非デジタル群」では6％で，認
知ありと利用経験ありのいずれも「デジタル群」のほうが高かった。

利用経験あり（105人）に限定すると，その67％は家庭学習でも利用
したことがあり，理科と社会の学習で利用が多かったものの，調査時点
において家庭学習における利用はごく限られていた。
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が紙媒体を利用していた。特に教科書の利用
が多いのは，家庭学習は学校の授業の内容を
ベースに進められているからで，デジタルコンテ
ンツを利用している中学生は，紙媒体と併用し
て家庭学習に役立てているということだろう。

なお，「デジタル群」のデジタルコンテンツの
利用者は65％で，家庭学習におけるデジタル
機器の利用者の全員が必ずしもデジタルコンテ
ンツを利用しているわけではない。「デジタル
群」の中にデジタルコンテンツを利用していな
い中学生が一定数存在したことになる。この
結果をどのように解釈すればいいのか，デプ
スインタビュー調査からその理由の一端を探る
ことができたので，そちらを参照されたい（57
ページ第5章第2 節）。

次に，図5に示した1～15の紙媒体の教材と
デジタルコンテンツの家庭学習における利用を
教科別にみたのが表6である。6教科で利用の
多かった上位3教材をそれぞれ示した。

紙媒体はすべての教科が同じ結果で，特に
主要5 教科では，教科書などいずれかの紙媒

体を利用している割合が9割を超えた。デジタ
ルコンテンツは，主要5 教科ですべて同じ結果
だった。1位の「通信教育のデジタルメディアの
教材」は通信教育を受講している中学生が利
用する教材だが，一方で，学習塾が配付する
デジタルメディアの教材は上位には入っていな
い。学校以外の教育機関が提供するデジタル
コンテンツの教材は，学習塾よりも通信教育で
配信される教材のほうが多かった。

教科別にみた場合にデジタル機器の利用が
多かった（42ページ表5），総合的な学習の時
間の家庭学習におけるいずれかのデジタルコン
テンツの利用の割合は27％で，主要5教科に比
べて低かった。これは，学校からの課題に関
する調べものなどのために「一般のアプリ，ソ
フト，ウェブサイト」を利用したりはするものの，
デジタル機器はそのような検索作業よりも，む
しろ前述のように，調べた結果をまとめる作業
に多用されていることが推測される。2021年度
に全面実施される中学校の新しい学習指導要
領でも，総合的な学習の時間の授業では，「自

★紙媒体 1 位 2 位 3 位 紙媒体の
利用あり注

6 教科全体 （n=1,055） 教科書 76% 参考書・問題集 63 塾の教材 35 90
1 英語 （n=868） 教科書 78 参考書・問題集 61 塾の教材 34 91
2 国語 （n=715） 教科書 79 参考書・問題集 59 塾の教材 26 92
3 数学 （n=902） 教科書 76 参考書・問題集 61 塾の教材 33 91
4 理科 （n=628） 教科書 81 参考書・問題集 59 塾の教材 26 93
5 社会 （n=638） 教科書 81 参考書・問題集 59 塾の教材 25 94
6 総合的な学習の時間 （n=168） 教科書 63 参考書・問題集 42 塾の教材 21 82

★デジタルコンテンツ 1 位 2 位 3 位
デジタル
コンテンツの
利用あり注

6 教科全体 （n=1,055）一般アプリ 15% 通信教育教材 12 勉強アプリ 11 41
1 英語 （n=868） 通信教育教材 13 一般アプリ 12 勉強アプリ 11 40
2 国語 （n=715） 通信教育教材 12 一般アプリ 7 勉強アプリ 6 31
3 数学 （n=902） 通信教育教材 11 一般アプリ 9 勉強アプリ 7 29
4 理科 （n=628） 通信教育教材 12 一般アプリ 9 勉強アプリ 7 31
5 社会 （n=638） 通信教育教材 12 一般アプリ 10 勉強アプリ 7 31
6 総合的な学習の時間 （n=168） 一般アプリ 10 通信教育教材 8 勉強アプリ 5 27

注1：「紙媒体の利用あり」は，各
教科で図5の1 ～ 5のいずれ
かの教材を利用して家庭学習
をしている中学生の割合。「デ
ジタルコンテンツの利用あり」
は図5の6 ～ 15のいずれか
の教材を利用している中学生
の割合。

注 2：いずれも図5に挙げた名称を
省略して示している。

「教科書」：学校で使ってい
る教科書

「参考書・問題集」：参考書・
問題集・ドリル

「塾の教材」：塾で配られる
教材

「一般アプリ」：一般のアプリ，
ソフト，ウェブサイト

「通信教育教材」：通信教育
のデジタルメディアの教材

「勉強アプリ」：勉強に特化した
アプリ，ソフト，ウェブサイト

表 6　教科別にみた家庭学習で利用している教材（複数回答で上位３教材）
（100%= 各教科の家庭学習を行っている中学生）
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分で課題を立て，情報を集め，整理・分析して，
まとめ・表現することができるようにする」こと
が求められている9）。デジタル機器を使って自
分が調べた内容を教室で発表することも多く，
家庭学習においても，そのための準備として機
器が利用されていると考えられる。

なお，図5のように，SNSを学習で利用し

ている中学生も，わずかではあるが存在した。
今回の調査では，SNSを利用していた中学生
が回答者全体（1,168人）の7割に達したもの
の，どのように学習に利用しているか，ウェブ
調査からその実態は把握できなかった。そこ
で，デプスインタビュー調査で詳しい聞き取り
を行った（59ページ第5章第4節）。

図 6　家庭学習におけるデジタル機器の利用観
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（4）中学生と母親の家庭学習における
      デジタル機器の利用観

ここまで，中学生の家庭学習におけるデジタ
ル機器とデジタルコンテンツの利用の状況をみ
てきたが，家庭でデジタル機器を利用して学習
することについて，学習する中学生本人や母親
はどのように考えているのだろうか。6 教科の

いずれかの家庭学習を行っている中学生とそ
の母親のそれぞれに，図6に示したような項目
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注1：「全体」（n=1,055）は，家庭で6教科のいずれかの学習
を行っている中学生とその母親。

注2：「デジタル群」（n=599），「非デジタル群」（n=456）は，
6教科の家庭学習を行っている中学生を，図4の1 ～
11のいずれかの機器の利用の有無で分類。
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れ足し上げた割合である。6 教科のいずれか
の家庭学習を行っている中学生全体の結果と，
男女別や学年別にみた結果とはほとんど同じ
傾向がみられたため，ここでは6 教科の家庭
学習における「デジタル群」「非デジタル群」の
違いに注目する。母親は，その中学生のグルー
プ分けに基づいて分類した。

まず，中学生の1 ～ 5の項目は，家庭で学
習するときにデジタル機器を使うことについ
て，「1 好きだ」「2 わかりやすい」「3 勉強が
楽しくなる」「4 やる気が出る」「5 集中できる」
と肯定的な側面を尋ねたものである。1 ～ 4
について，中学生全体では「肯定派」の割
合が高く，「5 集中できる」については，「肯
定派」「否定派」の割合がほぼ拮抗していた。
機器の操作について「7 めんどうに感じる」で

「否定派」が多かったことは，調査対象の中
学生がスマートフォン，パソコン，タブレット
端末を自由に利用できる家庭環境にある割合
が高いことも反映されていると考えられる。
「デジタル群」「非デジタル群」でみると，「デ

ジタル群」は「1 好きだ」「2 わかりやすい」「3
勉強が楽しくなる」「4 やる気が出る」で「肯定
派」が7割以上を占めた。特に「好きだ」「わか
りやすい」「勉強が楽しくなる」の3 項目は8割
以上が「肯定派」だったのに対して，「非デジタ
ル群」は「わかりやすい」「勉強が楽しくなる」の

「肯定派」はおよそ6割で「デジタル群」ほど多
くはなく，「好きだ」「やる気が出る」では「肯定
派」と「否定派」が拮抗するなど，「デジタル群」
と違いがみられた。「非デジタル群」は「デジタ
ル群」ほど，家庭学習における機器利用に対し
て積極的でない様子がうかがえる。

特に，「5 集中できる」の「肯定派」は，「デ
ジタル群」の65％に対して「非デジタル群」は

37％で明確に分かれた。この違いは，機器の
利用によって「6 勉強以外のことをしたり，遊
んでしまうことが多い」が，「非デジタル群」の

「肯定派」は7割を超えていることから，機器
を利用すると学習に集中しづらくなる，だから
利用には消極的だということなのだろう。ただ，
この項目は，「デジタル群」も8割近くが「肯定
派」である。「デジタル群」も，遊んでしまいか
ねないことを意識しつつも機器を利用して学習
しているのであり，それは「わかりやすい」「勉
強が楽しくなる」「やる気が出る」「集中できる」
といった機器利用の利点が大きいからだと考え
られる。機器の利用が，学習に役立つだけで
なく負の側面もあることに自覚的といえるかも
しれない。

次に，母親に対して，家庭で中学生の子ど
もが機器を利用して学習することをどのように
考えているのか，1 ～ 10の項目からみる。機
器利用の肯定的な側面については，中学生に
も尋ねた，機器を利用することで「2 わかりや
すい」「3 勉強が楽しくなる」「4 やる気が出る」

「5 集中できる」の項目に，機器を使うことが「1 
好ましい」「7 視野を広げるのに役立つ」の2 項
目を加えた。母親全体でみると，「わかりやす
い」「勉強が楽しくなる」「やる気が出る」「視野
を広げるのに役立つ」の4項目で「肯定派」の
割合が高かったが，「好ましい」「集中できる」
については「肯定派」と「否定派」が拮抗して
いた。また，否定的な側面の項目として「6 勉
強以外のことをするのではないかと不安であ
る」「8 学習効果があるのか疑問に感じる」「9 
視力の低下など健康面が不安である」「10 操作
が難しい」の4点について尋ねたところ，勉強
以外のことをする，および学習効果への疑問と
健康面への不安はいずれも「肯定派」が「否定
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派」を大きく上回ったが，操作の難しさについ
ては「否定派」のほうが多かった。
「デジタル群」の母親と「非デジタル群」の母

親を比較すると，複数の点で違いがみられた。
肯定的な「わかりやすい」「勉強が楽しくなる」

「やる気が出る」「視野を広げるのに役立つ」の
4項目は両者とも「肯定派」が多かったものの，

「デジタル群」のほうが「非デジタル群」よりも
数値が大きかった。また「好ましい」と「集中
できる」では，「デジタル群」のおよそ6割が「肯
定派」だったのに対して，「非デジタル群」では
逆に6割が「否定派」と対照的だった。「非デ
ジタル群」の母親は「デジタル群」の母親に比
べて，子どもが家庭学習で機器を利用するこ
とに消極的な様子がうかがえる。それは，機
器利用の「学習効果への疑問」に対する「肯定
派」の割合が，「デジタル群」よりも「非デジタ
ル群」のほうが高かったことにも表れているの
ではないだろうか。

また，否定的な項目である「勉強以外のこと
をする」「学習効果への疑問」「健康面が不安
である」は，「デジタル群」「非デジタル群」とも
に「肯定派」が多く，両者の数値にも大きな差
はないことから，これらは機器の利用の有無
にかかわらず，家庭学習における機器利用に
対する母親の共通した意識なのだろう。「デジ
タル群」の母親も，機器を利用した学習は子
どもにとって利点があることを認めつつも，必
ずしも全面的に肯定するということではないよ
うだ。特に「学習効果への疑問」については，
母親自身の学習体験も反映しているように思
われる。今回のウェブ調査で，母親が中学生
だったころに家庭学習でどのような機器や教材
を使っていたのかを尋ねてみたところ，教科書
や参考書，問題集などの紙媒体の回答が多く，

ラジオやラジカセの利用（回答者全体1,168人
の19％）がみられたものの，パソコンはごくわ
ずかだった（同3％）。その背景には，表3（38
ページ）に示したように，調査対象の母親の年
齢を考えると，母親が中学生のころには，ま
だデジタル機器が家庭に普及していなかったこ
とがあるだろう。自らが紙媒体を中心に家庭
学習を行ったこともあって，機器を利用して学
習することにどのような効果があるのか，懐疑
的なのかもしれない。

小括

ウェブ調査からみてとれたのは，中学生の
家庭学習で多く使われていた教材は従来の紙
媒体であったものの，それとデジタル機器やデ
ジタルコンテンツを併用している中学生の存在
であった。ただ，デジタル機器を勉強以外の
ことにも使ってしまいかねない危うさもあり，利
用者である中学生自身が，自律的に学習目的
を優先させながら，デジタル機器を取り入れる
強い意思が求められるだろう。

なお，今回の調査では，学習塾や習い事を
含めた家庭学習にかかる毎月の教育費を母親
に尋ねた 10）が，その金額の多寡とデジタル機
器やデジタルコンテンツの利用との間に関係を
見いだすことはできなかった。ただ，今回の調
査対象は，中学生が複数のデジタル機器を自
由に利用できる家庭環境にあることや，父親と
母親の学歴が高く，専業主婦の割合が高い集
団であることなどから，どちらかというと一定
の経済的基盤を備えている家庭が多いことが
推測される。家庭学習におけるメディア利用を
捉える場合，教育費だけでなく，機器を所有
し利用できるような経済的基盤の有無について
も視野に入れることが必要だろう。
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 4. 中学生のデジタルメディアを利用した
     家庭学習と学業：ウェブ調査

ここからは，前章で紹介された中学生（子ど
も）のデジタルメディアを利用した家庭学習が，
実際の学業とどのように関わるかをみていく。

心理学では，子どもの学業について検討す
る際，内発的動機づけや学習方略，パフォー
マンスに注目することが多い。1つ目は勉強へ
のやる気，2つ目は勉強法，3つ目は成績と言
い換えることができる。

従来の研究は，こうした勉強に取り組む態
度や成績に，家庭の物理的要素や親子関係な
どさまざまな環境要因が関わることを示してき
た（Ginsburg & Bronstein, 1993; Sun & Li, 
2011）。例えば，勉強で使うツールが家庭にそ
ろっているかどうかや，親による子どもの学習
への積極的な態度（Izzo et al., 1999など）が，
子どもの普段の勉強への取り組みに関わること
が示されている。また，親子関係の良好さが，
子どもがストレスを感じずに勉強に取り組むの
を支えるとする知見もある（Furrer & Skinner, 
2003）。

そこで本章では，中学生の家庭学習に関し
て，勉強ツールであるデジタルメディアの子ど
もの利用頻度や，それに対する母親の意識，
さらには母親の普段の子どもへの教育的な関
わり方や親子関係といった環境要因が，子ども
の勉強へのやる気や勉強法，成績にどのよう
に関わるのかを調べて報告する。

（1） 分析の手法と内容

①本章で取り上げる家庭環境

子どもの学業に関わる可能性がある環境要
因として，まずは前章で紹介したデジタルメ

ディアの利用実態とそれに対する母親の意識を
取り上げる。

本章では学業との関連を比較することから，
子どもの利用実態については，前章の「デジタ
ル群」「非デジタル群」に加え，家庭では勉強
していない「学習なし群」も加えて検討するこ
とにした 11）。

また，母親の意識については，前章の図6
にある10項目のうち，1 ～ 5と7番目の項目を
使用した。これは，10項目間の内容の類似性
を検討するため主成分分析を実施したところ，
この6項目が肯定的な内容を表す1つの成分と
してまとめられたためである。6項目が1つの
尺度としてまとまりがあることを示す信頼性係
数はα=.90と高く，今回は，この6項目の得
点を合計して，母親による子どものデジタルメ
ディア学習の推奨（以下，デジタル学習の推奨）
得点とした。なお，ここでは得点をイメージし
やすいように，前章の得点を逆転して，「非常
にそう思う」を6点，「まったくそう思わない」を
1点とし，6項目の合計点が平均より高い母親を

「推奨群」，平均以下であった母親を「消極群」
として分類した。

そのほかの環境要因については，表7に示
す尺度を用いて測定した。母親による子どもへ
の教育的な関わりを測る指標として，学習をサ
ポートするなどの学業支援の程度と，そうした
サポートをどれだけできていると思うかの自信
について尋ねた。また，母親が子どもにどのよ
うに育ってほしいと思っているかの発達期待に
ついても回答してもらった。普段の親子関係に
ついては，母親と子ども双方に，お互いの関
係性について良好と葛藤の2つの側面から評
価してもらった。これらの尺度は，構成する項
目得点を合計しており，得点が高いほどその傾
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向の高さを表している。

②子どもの学業

子どもの学業については，子ども自身に，勉
強へのやる気（内発的動機づけ），勉強法（学
習方略），成績（パフォーマンス）のそれぞれに
ついて，表7に示す尺度を使用して回答しても
らった。

勉強へのやる気は，勉強を楽しいと思い自
発的に取り組む姿勢を測るものであり，オリジ
ナル尺度（Pintrich & De Groot, 1990; 伊藤, 

1996）が単一教科について測定しているのを，
今回は主要5 教科（英語，国語，数学，理科，
社会）全般を想起して評価してもらった。また，
勉強法については，勉強時に自分が理解しや
すいように工夫するかを尋ねる「認知的方略の
使用」と，勉強に対して忍耐強く取り組むかど
うかを測る「自己制御」の2つについて回答し
てもらった。成績は，主要5 教科と総合的な
学習の時間のそれぞれについて，母親が子ど
もの出来具合を評価した。

環境要因と同様に，これらの尺度も構成す

カテゴリー 尺度（因子）名 原　版 邦訳版と変更点の有無 内容と項目例および信頼性係数（α） 件　法

子
ど
も
の
学
業

学習に対する
動機づけ

Intrinsic Value scale  
（Pintrich & De Groot, 1990）

内発的価値尺度
（伊藤，1996）の項目を一部変
更（単一教科→主要 5 教科）

主要 5 教科を楽しんで学ぼうとするやる気
「私は，主要 5 教科で学んでいることが，好き
である」など 6 項目．α=. 93．

とてもよくあてはま
る（6）―まったく
あてはまらない（1）
までの 6 件法

認知的な
学習方略

（認知的方略の
使用， 自己制御）

Sel f -Regu lated Lea rn ing 
Strategies scale

（Pintrich & De Groot, 1990）
学習方略尺度（伊藤，1996）

認知的方略の使用：自分が理解しやすいよう
に工夫する学習態度

「私は，勉強をするとき，大事なむずかしい言
葉を，自分のことばにおきかえる」など 12 項目．
α=. 90．

とてもよくあてはま
る（6）―まったく
あてはまらない（1）
までの 6 件法自己制御：実直で継続的に学習する姿勢

「 勉強する内容が退屈でおもしろくなくても，
終わりまでやり続ける」など 6 項目．α=. 66．

学業
パフォーマンス

6 教科（英語・国語・数学・理科・社会・総合
的な学習の時間）の総合成績．α=. 88．

よくできる（5）―
できない（1）まで
の 5 件法（ わから
ない（0）の選択肢
も存在した）

親
子
の
関
係
性

母親による
子どもの
学業支援

Role Activity Beliefs scale 
（Walker et al., 2005） 酒井が許可を得て翻訳

子どもの学習をサポートする役割への責任感
「私は，子どもが難しい宿題に取り組めるよう
に説明することは自分の責任であると信じてい
る」など 10 項目．α=. 85．

とてもそう思う（6）
―まったくそう思わ
ない（1）までの 6
件法

子どもの
学習援助に
対する自己効力感

Parenta l Sel f-Ef f icacy for 
Helping the Child Succeed in 
School scale（Walker et al. , 
2005）

酒井が許可を得て翻訳
子どもの学習をサポートできている自信

「私が子どもの学習を支えるためにしている努
力は，うまくいっていると感じる」など 7 項目．
α=. 67．

とてもそう思う（6）
―まったくそう思わ
ない（1）までの 6
件法

子どもの
発達期待

渡辺と宇治橋が内閣府（2011）
「親と子の生活意識に関する調
査」12）などを参考に作成

子どもを教育するうえで意識していること
「今の生活を楽しむ」などの 8 項目．α=. 77．

非常にあてはまる
（6）―まったくあ
てはまらない（1）
の 6 件法

母親による子ども
との関係性評価

（ 価値の再確認， 
葛藤・口論）

Network of Relat ionships 
I n v e n t o r y（ F u r m a n  & 
Buhrmester, 1985）

日 本 語 版 Network Relation-
ships Inventory

（吉武ほか，2014）

価値の再確認：子どもとの良好な関係性認知
「この人はどのくらいあなたを称賛したり尊敬す
る態度で接してくれますか」などの 3 項目．α=. 
83．

非 常によくある /
非常にそうである

（5）―ない，また
はほとんどない（1）
の 5 件法葛藤・口論：子どもとの葛藤関係の認知

「互いにイライラすることがどのくらいあります
か」などの 3 項目．α=. 86．

子どもによる母親
との関係性評価

（ 価値の再確認， 
葛藤・口論）

Network of Relat ionships 
I n v e n t o r y（ F u r m a n  & 
Buhrmester, 1985）

日 本 語 版 Network Relation-
ships Inventory

（吉武ほか，2014）

価値の再確認：親との良好な関係性認知　　
「この人はどのくらいあなたを称賛したり尊敬す
る態度で接してくれますか」などの 3 項目．α=. 
85．

非 常によくある /
非常にそうである

（5）―ない，また
はほとんどない（1）
の 5 件法葛藤・口論：親との葛藤関係の認知

「互いにイライラすることがどのくらいあります
か」などの 3 項目．α=. 87．

表 7　尺度内容
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る項目得点を合計しており，得点が高いほどそ
の傾向の高さを表している。

③デジタルメディア学習をめぐる家庭環境と
   子どもの学業との関連

表7で紹介した変数を用いて，子どものデジ
タルメディア学習をめぐる家庭の環境要因が，
学業にどのように関わるかを検討するため一連
の解析を行った。

なお，本章の結果は，解析に使用する変数
のすべてに回答した1,094組の親子のデータに
基づくものであり，子どもの内訳は，中学1年
生376人（ 男子192人， 女子184人），2年 生
364人（男子184人，女子180人），3年生354
人（男子181人，女子173人）であった。

解析は，子どものデジタルメディアの利用実
態（以下，デジタル学習スタイル）と母親による
デジタル学習の推奨程度を軸に，それ以外に
1つの環境要因を加えて独立変数群（説明する
側の変数）を構成し，子どもの学業変数それ
ぞれを従属変数（説明される側の変数）にして
実施した。

具体的に，環境要因として親子間の葛藤関
係を加えた場合では，子どものデジタル学習
スタイル（「デジタル群」「非デジタル群」「学習
なし群」の3タイプ）と母親によるデジタル学
習の推奨程度（「推奨群」「消極群」の2タイ
プ），および親評価による葛藤・口論（平均よ
り上をH群，平均未満をL 群にした2タイプ）
により，各変数のタイプ間（主効果）および各
変数の組み合わせにより生じたタイプ間（交互
作用）で子どもの学業の各変数得点を比較し
ている。

また，環境要因との関連を明確にするため
には，子どもの学業に関わるとされる，性別

や親の学歴，子どもの頭の回転の速さやまじ
めさといったパーソナリティ特性 13）の個人差を
統制する必要があった（Davis-Kean, 2005; 伊
藤，1996; Poropat, 2009）。そのため今回は，
上記の各環境要因を独立変数，学業を従属変
数とするほかに，性別などの要因を共変量とす
る共分散分析を行った。共分散分析における，
それぞれの独立変数群でのタイプごとの各学
業変数の平均と標準偏差，および主な結果を，
本稿の最後に付表としてまとめた。

次節から，子どもの学業の変数ごとに主な
結果をまとめて紹介し，デジタルメディア学習
をめぐる家庭の学習環境と子どもの学業との
関連について考察する。

（2）勉強へのやる気に関わる要因

勉強へのやる気に関しては，子どものデジタ
ル学習スタイルの主効果が5%の有意水準で有
意であり，タイプ間に差がみられた（統計的に
意味のある差があることを意味し，以下，有意
あるいは差があるという場合は同様）。どのタ
イプ間に差があるかを調べるため下位検定を
行ったところ，「デジタル群」＞「非デジタル群」
＞「学習なし群」の順に得点が高かった。また，
母親によるデジタル学習の推奨程度のタイプに
も差があり，「推奨群」が「消極群」よりも得点
が高かった。

このことから，家庭でのデジタルメディアを
利用した学習や，母親が子どものデジタルメ
ディア学習を推奨するといった環境は，子ども
が楽しさや興味から勉強に取り組む姿勢を促
すと考えられる。

一方で，母親と子どもそれぞれの評価によ
る葛藤関係を環境要因として加えた解析で
は，両者に共通して，母親によるデジタル学
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図 7　親子間の葛藤関係（母親評価）の高低による母親の
　　　デジタル学習の推奨態度と勉強へのやる気との関連

図 8　親子間の葛藤関係（子ども評価）の高低による母親の
デジタル学習の推奨態度と勉強へのやる気との関連

習の推奨程度と葛藤・口論との交互作用が有
意であった。この2つの環境変数の組み合わ
せで生じたタイプ間で，どこにやる気得点の差
があるかを調べるため単純主効果検定を行っ
た。その結果，母親評価の場合には，図7の
コの字型の線で結んだタイプ間に差がみられ，
葛藤・口論のH群の中で，「消極群」が「推奨
群」に比べて勉強へのやる気が低く，「消極群」
の中で葛藤・口論H群が L 群よりもやる気が
低かった。なお，グラフの上にあるエの字型
は誤差範囲を示す。

子ども評価の場合には，図8のとおりに（図
8以降の図では見た目の煩雑さを避けるために
コの字型の線は引いていない），葛藤・口論の

高低にかかわらず，「消極群」が「推奨群」より
も得点が低かった。

これらの結果は，母親が子どものデジタルメ
ディア利用に消極的な家庭では，親子がお互
いの関係に葛藤を強く感じていると，子どもの
学習意欲が低下することを示している。本研究
では，親子間の葛藤的なやりとりについて詳細
な検討は行っていない。しかし，例えば親が
デジタルメディアを利用した学習に消極的であ
り，葛藤関係が強ければ，メディア利用自体を
よしとせず，子どもがメディアを使って勉強して
いても，遊びと混同して注意したり制限したり
することが想像できよう。こうした対応をされ
た子どもは，デジタルメディアを利用すること
ばかりでなく，勉強のやる気も減退してしまう
かもしれない。

（3）勉強法に関わる要因

次に，勉強法の2つの要因について検討し
た。まず，勉強時に自分が理解しやすいように
工夫するかを尋ねる「認知的方略の使用」に関
しては，子どものデジタル学習スタイルと母親
によるデジタル学習の推奨程度の交互作用が
有意であった。

この2つの環境変数の組み合わせで生じたタ
イプ間で，どこに認知的方略の使用得点に差
があるかを調べるため単純主効果検定を行っ
たところ（図9），「推奨群」と「消極群」ともに

「デジタル群」がほかの2群よりも得点が高かっ
た。このことから，子どもがデジタルメディアを
利用して学習し，母親がそれを推奨している環
境が，子どもが自分で理解しやすいように工夫
して学ぶ態度を促すものと考えられる。

また，子どものデジタル学習スタイルと母親
による学業支援の交互作用も有意であり，単

* p < .05
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純主効果検定からは（図10），学業支援のH
群とL群ともに，「デジタル群」＞「非デジタル
群」＞「学習なし群」の順に得点が高く，学業
支援が高い「デジタル群」で顕著に得点が高く
なっていた。親による学業支援が高い場合に
は，特に子どものデジタルメディア学習による
効果が高まり，認知的に工夫して学ぶ態度につ
ながることが示唆されよう。

勉強法に関わるもう1つの「自己制御」は，
勉強に対して忍耐強く取り組む態度のことであ
る。解析の結果，子どものデジタル学習スタイ
ルの主効果が有意であり，「デジタル群」＞「非

デジタル群」＞「学習なし群」の順に得点が高
かった。家庭でのデジタルメディアを利用した
学習が，子どもがまじめに継続的に取り組む態
度に関わることが示された。

また，母親によるデジタル学習の推奨程度
と母親評価による価値の再確認の交互作用が
有意であった。この2つの環境変数の組み合
わせで生じたタイプ間で，どこに自己制御得点
に差があるかを調べるため単純主効果検定を
行ったところ（図11），価値の再確認のL群に
おいて，「消極群」が「推奨群」に比べて得点
が低かった。先述の勉強へのやる気（図7と
図8）の結果に類似して，デジタルメディア学習
に消極的な家庭では，母親が子どもとの関係
を良好に思えていないと，デジタルメディアの
利用を学習目的であると肯定的に受け入れられ
ず，メディア利用を注意するなどして，子ども
が勉強に向かう姿勢を抑制してしまうのかもし
れない。

（4）成績に関わる要因

最後に，成績に関しては，デジタル学習スタ
イルと母親によるデジタル学習の推奨程度の交
互作用が有意であった。この2つの環境変数
の組み合わせで生じたタイプ間で，どこに成績

図 11　親子間の良好な関係（母親評価）の高低による
           母親のデジタル学習の推奨態度と自己制御との関連

図 9　母親のデジタル学習の推奨態度の高低による
　　　デジタル学習スタイルと認知的方略の使用との関連

図 10　母親の学業支援の高低によるデジタル学習スタイルと
　　　   認知的方略の使用との関連
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に差があるかを調べるため単純主効果検定を
行った（図12）。その結果，「推奨群」と「消極
群」ともに，「デジタル群」が「非デジタル群」や

「学習なし群」よりも成績得点が高く，デジタル
メディアを利用した学習が，6 教科の総合的な
成績の高さに関わることが示された。

また，母親のデジタル学習の推奨程度と母
親評価による葛藤・口論との交互作用も有意
であり，単純主効果検定から，葛藤・口論の
H群において，「消極群」が「推奨群」に比べて
成績が有意に低かった（図13）。

先述のように，母親が子どものデジタルメ
ディアを利用した学習に消極的な家庭では，
親子間の葛藤が強い場合や良好な関係を認め
られないと，子どもの学習へのやる気や継続し
て学ぶ姿勢が低下する傾向がみられる。その

ため，今回の結果は，こうした子どもの学習態
度の問題が原因となり，成績の低下にまでつ
ながる可能性を示唆するものといえよう。

小括

以上から，総じて，家庭学習時にデジタルメ
ディアを利用している中学生は，そうでない中
学生に比べて，勉強へのやる気が高く，自分
が理解できるように工夫して勉強し，まじめに
継続的に取り組み，成績が高いことがうかが
われる。また，母親が子どものデジタルメディ
ア学習を推奨している家庭の中学生のほうが，
消極的な家庭よりもやる気が高いことも示され
ていた。

一方で，こうした家庭におけるデジタルメディ
ア学習の環境要因のほかに，普段の親子関係
を含めてみると，母親がデジタルメディア学習
に消極的な家庭において，子どもとの関係にネ
ガティブな要素が強いと，子どもの学習態度や
成績が低下することも示唆されている。従来の
研究（Furrer & Skinner, 2003）が示すように，
子どもの学業的な要素は，良好な親子関係が
土台としてある環境において，ストレスが少な
い中で発達するものであり，本研究の結果もそ
れを支持している。それでは，デジタルメディ
アを利用した学習をめぐって，親子の間でどの
ようなやりとりが行われているのか，次章のデ
プスインタビュー調査からひもといてみたい。

 5. 日常的に学習利用されるスマートフォン
　  と高い評価の「授業動画」：
     デプスインタビュー調査

本章ではウェブ調査のあとに実施したデプ
スインタビュー調査の結果を報告する。調査概

図 12　母親のデジタル学習の推奨態度の高低による
          デジタル学習スタイルと成績との関連

図 13　親子間の葛藤関係（母親評価）の高低による
　　　 母親のデジタル学習の推奨程度と成績との関連
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表 8　デプスインタビュー調査の概要

要は表8に示したとおりである。まず調査対
象の中学生全員（1,168人）を第4章第1節（50
ページ）で示したように，デジタル機器の利用
に対する回答から「デジタル群」「非デジタル
群」，そして「学習なし群」の3つに分類した。
次に「母親の家庭学習におけるデジタル機器利
用に対する意識」から「推奨群」と「消極群」に
分類し，3つの群と掛け合わせてA ～ Fの計 6
群とした。

インタビュー対象者は調査会場の関係で1都
3県に限定，参加を許諾した中学生とその母親
を，中学生長子の性別と学年で可能な限り分
散させた。最終的に計18組の対象者（母親と
その長子）それぞれと，1対1の形式で行うデ
プスインタビューを実施した。なお，6群のう
ちCとF（自宅で学習していないおよび6 教科
の家庭学習をしていない）の対象者が少なかっ
たため，AとBの該当者のうち，家庭における
学習時間が短い中学生を「学習なし群」と見な

した。
本章では，ウェブ調査では

明らかにできなかった中学生
の家庭学習でのデジタル機器
とデジタルコンテンツ利用の実
態と，母親のデジタルメディア
の活用に対する意識や，子ども
との関わりを中心にみていく。

（1）中学生の家庭における
      学習の状況

家庭における学習時間や内
容は，表9にまとめた中学生
の発言にみられるように，「デ
ジタル群」と「非デジタル群」，

「推奨群」と「消極群」による
違いはあまりみられなかった。

家庭学習の時間は学年が上がるほど長い傾
向がみられたが，低学年でも，学習意欲が高
い場合，成績に対する危機感が強い場合，志
望校が決まっている場合には，比較的長時間，
自主的に勉強をしていた。
「進研ゼミ」などの通信教材は，塾以外の習

い事をしている場合や，低学年で利用している
ケースが多い。自分の時間に合わせて勉強が
できる点がメリットではあるが，「内容について
いけない」「自力で続けるのが面倒」などの要
因で成績が落ちてしまったり，思うように上が
らなかったりした場合には，塾など別の方法に
切り替えるケースがみられた。
「学習なし群」では，塾も家庭学習もうまくい

かずに何もしていないケース，特別な勉強をし
なくても一定の成績であるため必要性を感じて
いないケース（私立中学生など），習い事など
で忙しく時間がないケースに分かれた。

調査名 中学生の家庭学習におけるメディア利用に関する調査

調査目的 中学生の家庭学習の実態，および家庭学習時のデジタルメディアの利用実
態を把握する。

調査方法 1対1の個別インタビュー（デプスインタビュー）
調査時間 1セッションあたり90分

調査
対象者

ウェブ調査回答者のうち，首都圏（1都3県）在住かつインタビューへの参
加を許諾した人

サンプル
構成

中学生長子とその母親のペア18組（合計36人）。中学生長子の家庭学習に
おけるデジタル機器の利用状況と，母親の家庭学習におけるデジタル機器
利用に対する意識をもとに，6群に分類し，各群について，中学生長子の性
別，学年で可能な限り分散させた。なお，下記6群のうち，C群とF群（家
庭学習なしおよび6教科の家庭学習なし）は対象者が僅少であったため，A
群，B群該当者のうち，家庭における学習時間が短い子どもを「6教科家庭
学習なし」と見なして招集した。

調査
実施日

下記日程において，10:00 ～ 11:30，13:00 ～ 14:30，15:30 ～ 17:00の3コマで
実施。2019年12月14日（土），15日（日），2020年1月18日（土），19日（日），
25日（土），26日（日）

各群 総　計 中 1
男子

中 2
男子

中 3
男子

中 1
女子

中 2
女子

中 3
女子

Ａ　デジタル学習×推奨 5 1 1 1 1 1 0
Ｂ　非デジタル学習×推奨 4 1 1 0 0 1 1
Ｃ　学習なし×推奨 2 0 0 0 1 0 1
Ｄ　デジタル学習×消極 3 0 1 0 1 0 1
Ｅ　非デジタル学習×消極 3 1 0 0 0 2 0
Ｆ　学習なし×消極 1 0 1 0 0 0 0
　　総　計 18 3 4 1 3 4 3
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デジタル群 非デジタル群 学習なし群

推
奨
群

点数がとれないほうなので，がんばろう
と思っている。朝と家に帰って勉強，塾
は自習室でも勉強している。（公中1女）

塾は小学校6年最後の中学準備講座か
ら通っている。学校の勉強より先に塾で
予習できるので，学校の勉強がわかる。

（公中1男）

勉強好きじゃない。塾は大きい，人数の
多いところは嫌だなと思って個人のとこ
ろにしたけど，変わらないなと思ってやめ
た。（公中3女）

自転車部がある学校に行きたいが，そこ
の偏差値が高いから，今からやらないと
いけないかなと思っている。（公中2男）

勉強は一応毎日やっている。多い日は3
時間くらい。塾は数学だけ習っている。

（公中2女）

家で勉強することはない。テスト勉強は
たまにやるけど，大体は学校で余った時
間や自習とかがあるからそういうとき。

（私中1女）

消
極
群

寝る前に30 分くらい勉強して寝る。みん
な塾に行っているけど，自分は塾に行か
ないでがんばりたい。（公中1女）

普段の勉強は「チャレンジタッチ」。「公
文」は，最終教材まで行きたいから続
けている。（公中1男）

サッカークラブに成績を提出する必要が
ある。「進研ゼミ」をやっていたが，教科
書やワークのほうがいいかと思って最近
やめた。（公中1男）

勉強は毎日1時間程度。『基礎英語』と，
宿題で出されたプリントなど。宿題は結
構多い。（私中3女）

塾は週に3回，5 教科。テストの点数が
低くなってきたので友達が行っていると
ころへ。今の自分より上の高校へ行きた
い。（公中2女）

うまく宿題を出すように調節している。で
きるだけ時間を減らしていい点数をとる
のが僕の勉強のスタイル。（私中2男）

デジタル群 非デジタル群 学習なし群

推
奨
群

朝の勉強と塾は紙，夜はiPad。YouTube
から動画をクリップボックスに。英語は

「でる順パス単」というアプリや「ECC」
のCD。（公中1女）

学校・塾の宿題，塾のワークをやってい
る。動画サイトを見ることもある。解き方
とかを調べる。（公中1男）

塾でもらった参考書，ワーク，動画など。
わからないことはiPadで。YouTubeで

「とある男が授業をしてみた」をたまに見
ている。（公中3女）

「進研ゼミ」のタブレットは部活の疲れも
あってやめた。今は学校の問題集。わか
らないことは，YouTubeの動画を見る。

（公中2男）

家で勉強するときは教科書とかワーク。
わからないことは塾の先生に聞くが，た
まにGoogleなどで調べることもある。（公
中2男）

「進研ゼミ」のタブレット。勉強はデジタ
ルでやりたい。ゲーム感覚でできる。紙
だと机に向かって座ってやらなきゃいけ
ない。（公中3女）

消
極
群

学校の教科書と問題集が中心。わから
ないときはYouTubeで授業動画。検索
すると出てきてわかりやすい。（公中1女）

「公文」の宿題，「進研ゼミ」の教材，
授業の復習など。普段の勉強は「チャ
レンジタッチ」。テスト前じゃなくてもや
る。（公中1男）

宿題をするときにアプリ。デジタルを使う
ことで，自分の勉強，生活を効率化でき
ていると思う。（私中2男）

教科書，塾でもらうワーク，参考書など。
わからないことはすぐにGoogle。親やク
ラスで頭がいい人に教えてもらうことも。

（公中2男）

塾の教科書，塾の宿題のプリント。個人
でやっているYouTubeの動画を見ること
も。1年生の内容とかを見たいときに見
る。（公中2女）

表 9　中学生の家庭における学習状況

表 10　中学生が家庭学習で利用している教材

（2）中学生が家庭学習で利用している教材

中学生が家庭学習で利用している教材（表

10）は，図5（43ページ）の結果と同様で，ど
の群でも教科書やワークなど紙の教材がメイン
であった。デジタルコンテンツとしては，「進研
ゼミ」のタブレット教材（「チャレンジタッチ」），

「授業動画」14）などが挙げられた。アプリを利
用していた中学生もいたが，利用者はあまり多
くなかった。

インタビューでは「Googleで調べる」「YouTube
で見る」という言葉がどの群からも何度も登場
し，学習に関わるネット検索や動画の視聴をす
る様子がよくみられた。

こうした検索や動画視聴という行動は，学習
以外の場面でも行われ，中学生には日常化し
た行動と考えられる。第3章で述べた「家庭学
習にデジタル機器を利用していると回答してい
るが，コンテンツ利用がみられない」，あるいは

「デジタル機器を利用していないと回答してい
るが，コンテンツ利用がみられる」という結果
は，中学生には検索や動画視聴という行動が，
デジタル機器やコンテンツを利用した学習と捉
えられていなかった場合があることも一因であ
ると考えられる。

（公中：公立中学校　私中：私立中学校，以下同）
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デジタル群 非デジタル群 学習なし群

推
奨
群

英語のアプリ，iPadでやるのがいちば
ん楽。集中力がなくて聞いているほう
がいい。書くより耳からのほうが入りや
すい。（公中1女）

動画だと動くから，紙で解説が書いて
あるよりわかりやすいかなと思う。（公
中2 女）

勉強はデジタルでやりたい。ゲーム感覚
でできる。紙だと机に向かって座ってや
らなきゃいけない。それがちょっと。（公
中3女）

「進研ゼミ」のタブレット，いちいち書か
なくていい。数学で図形，実際に動かす
ことができて，これを動かすとこうなるよ
ねとか。（公中3男）

デジタル系，効果があるかはちょっとわ
からないけど，やっておいたほうが最後
の確認になるかも。（公中2女）

勉強のアプリは使わない。身近にある教
科書で済ませたほうが楽だし，ノートを
見たほうが手っ取り早いからいいかなと
思う。（私中1女）

消
極
群

ネットのほうがわかりやすいし納得でき
る。とりあえず検索して出てくるところを
上から順に押して，わかりやすかったら
それで。（公中1女）

普段の勉強は「チャレンジタッチ」。紙
とタブレットどっちも届くけど，タブレッ
トのほうが覚えやすい。答え合わせもボ
タンを押すだけ。（公中1男）

デジタルを使うことで自分の勉強，生活
を効率化できていると思う。いかにゲー
ムする時間を削らないで勉強するか。（私
中2男）

デジタルなら調べたいことをテーマに検
索すればすぐ答えが出てくる。自分に
合ったものが見つかればわかりやすい。

（公中2男）

スマホは勉強に使うとほかのことをしてし
まいそうになるので，使わないようにして
いる。集中したいときには電源を切って
いる。（公中2女）

表 11　中学生の家庭学習でのデジタル機器・コンテンツの利用

（3）中学生の家庭学習でのデジタル機器・
      コンテンツと動画の利用

ここからはデジタル機器・コンテンツの家庭
学習での使い方と，利用が多くみられた動画
についてみていく。

インタビュー対象の中学生18人のうち，ス
マートフォン利用者は16人，うち9人が中学1
年生になってから使い始めている。スマートフォ
ンを持っていない2人は，アプリの利用など
に制限がある，いわゆる「キッズ携帯」は持っ
ており，1人は自分用のiPad，もう1人は家族
と共用だが自由に使えるパソコンがあり，イン
ターネットでの検索や動画視聴は可能な環境に
あった。

表11に示したように，中学生はデジタルメ
ディアを使用することで，読む，書く，計算す
る，答え合わせをするなど，アナログでは必ず
発生する手間が省け，学習を効率化できる便
利さを感じていた。さらに，デジタル化された
教材は，色，音，画像，動きなどの要素を組
み合わせることができるため，アナログ教材よ
りも理解が深まると感じている姿もみられた。

また，参考書などの紙媒体は購入の手間な
どがかかるのに対して，デジタルコンテンツは

さまざまな企業や個人が作成した動画やウェブ
サイトが数多く存在し，無料のものも多く，自
分にとってより理解しやすいものを手軽に選べ
ることにメリットを感じていた。

概して，学習に困っている場合，勉強が好き
になれない場合には，自分に合った勉強方法
や，納得がいく解説・説明を求めてデジタルコ
ンテンツを利用している中学生が多かった。た
だし，デジタルコンテンツを利用することによ
り，学習に対する課題を解決できるケースもあ
るが，それも合わずに結局は学習を諦めてしま
うケースや，自分には紙のほうが向いていると
いう発言もみられた。

表12に示した動画の利用についての発言を
みると，母親の意識，家庭学習におけるデジ
タル機器の利用の有無にかかわらず，YouTube
で講義形式の授業動画を視聴している子ども
が多い。見ているサイトとして数人が挙げたの
は，「とある男が授業をしてみた」15）である。こ
れは，元塾講師のYouTuberが配信している
ものである。それ以外では，「栄光ゼミナール」
などの塾が配信している動画を見ている場合
もあった。

中学生の発言から，勉強でわからないこと
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デジタル群 非デジタル群 学習なし群

推
奨
群

塾の先生に聞いたけど全然わからないと
き，YouTubeでわかるのを探して見てい
た。（公中3男）

動画サイト，数学の公式とか覚え方のコ
ツとかを調べる。理科の公式，水溶液
の濃度とか。何回も見られるのがいい。

（公中1男）

YouTube「とある男が授業をしてみた」
でわからないところを調べたり，文法を
説明してくれていたりするので，たまに見
ている。（公中3女）

YouTubeの「とある男が授業をしてみ
た」。わからないところだけ見て，こうな
んだと思う。資料を印刷して動画を見な
がら解く。（公中2男）

「栄光ゼミ」の無料の動画を見ている。お
母さんが教えてくれた。動くから，紙で
解説が書いてあるよりわかりやすいかな
と。（公中2女）

英語が苦手で，勉強の仕方をYouTube
で調べた。今回から使ってみたので，次
のテストの点数がよければ評価する。（公
中1男）

消
極
群

問題集を使ってもわからないときは授業
動画。学校の数学の先生は難しくてよく
わからない。動画だと簡単に言ってくれ
る。（公中1女）

個人でやっているYouTubeの動画があ
り，数学などの動画を見ることがある。
1年生の内容とかを見たいときに見る。

（公中2 女）
「とある男が授業をしてみた」は知ってい
るけど見ることはない。周りは使っている
人もいるかもしれない。（私中3女）

授業動画は使ったことない。YouTubeは
いつもゲーム系，おすすめ一覧を見るの
で脱線しちゃいそう。（公中2女）

デジタル群 非デジタル群 学習なし群

推
奨
群

「でる順パス単」という英語のアプリ。教
材はお母さんが買ってくる。たまに無料
ダウンロードを見つけるとケータイに入れ
る。（公中1女）

ニンテンドー DSで，英検のソフトをお母
さんに買ってもらったけど，全然集中で
きなくて紙がいいなと思った。（公中2女）

「クァンダ」というアプリを使うことがあ
る。教科書に載っている問題を撮影する
と答えが返ってくる。（公中1男）

来週英検があって調べたらいろいろなア
プリがあって「スタディギア」をダウン
ロードしてもらった。（公中1男）

英検のときは英検用のアプリを入れた。
暗記用は「暗記メーカー」というアプリ。
作った問題をランダムに出してくれる。（公
中3女）

消
極
群

AIで写真を撮ると教えてくれるというの
があったけど，あんまり役に立たなかっ
たのでさっさとアンインストールした。（公
中2男）

英語の単語が苦手なので，お母さんが
心配して「mikan」という無料のアプリ
を。最初はやったけど続かなかった。（公
中2 女）

「Photomath」というアプリがあれば，
筆算は全部できちゃう。筆算する能力は
もう中学受験などで養われている。（私
中2 男）

卒業研究，家のパソコンにPowerPoint
がなくて，スマホのPowerPointとグラフ
を作るアプリを使った。（私中3女）

英単語アプリ1度入れたけど，すぐに消
してしまった。アプリじゃなくてもできそ
う。（公中2女）

表 12　中学生が家庭学習で利用している動画

表 13　中学生が家庭学習で利用しているアプリ

があった場合，学校や塾の教師，両親に質問
することもあるが，ある程度わかっている前提
で説明をされるため，わかりにくく，かつ何度
も聞けないという気まずさを感じており，わか
らないことが解決できないままになっているこ
とが多い様子がみられた。

これに対して動画は自分にぴったりのものを
選べ，いつでも自分の好きなときに，見たい部
分を納得できるまで何度も見られ，自分のペー
スで勉強ができるため，便利に活用していた。
また内容についても，塾や学校などの授業と
は異なり，気軽な雰囲気で説明もよりわかりや
すいと感じており，評価は高い。

数学や理科では，動画になっていることで，
図形や立体の問題を解くときに実際に動かすこ
とができる，実験などの手順が一連の流れと
してリアルに確認できるなどの点において，紙
媒体の教材よりも理解しやすいという意見も
あった。

（4）中学生のアプリと SNS の利用

アプリについては表13に示したように，利用
している中学生は授業動画ほど多くない。利用
経験はあっても合わなかったり，続けられなかっ
たりしたために，やめてしまうケースもみられた。

具体的なアプリとして挙げられたのは，数学
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デジタル群 非デジタル群 学習なし群

推
奨
群

教科書忘れたから何ページのやつ写メ
送ってとか，ここメモった? とか，友達
に聞いている。（私中2女）

宿題の範囲とか，プリントがこの答えで
合っているかとか。写真を撮って送った
りというのはテスト前とかにはすることも
ある。（公中2女）

LINEはノート書いていないところを送っ
てとか。でも送ってもらっても放置しちゃ
う。授業のときに寝ていると覚えていな
いから。（私中1女）

LINEでの勉強のやりとりは，授業を休
んでしまうと送ってもらうとか。わからな
いことは，頭のいい友達に塾で聞くこと
もある。（公中3男）

お父さんが理系で頭いいから何聞いても
答えてくれる。会社に行っていてもLINE
で写真送れば説明を送ってくれる。（公
中3女）

消
極
群

勉強に関するやりとりは，プリントをな
くした人が，プリント持ってない? とか。
LINEに入れると，持っている人が送っ
たり。（私中3女）

テストが近いときにLINEでお互いを励
まし合うことも。Instagramでは「勉強
垢」とかで「集中できる方法」とかを見
たりもする。（公中2 女）

クラスのLINEがあって，テスト期間に
「この問題わからない」とか。最終的にク
ラス1頭のいい子が解説してくれてわかり
やすい。（私中2男）

宿題を忘れたときにLINEで，プリント
見せてとか，教科書を持って帰って，こ
この答え教えて，写真送ってとお願いし
たり。（公中2男）

LINEで勉強を聞くことはない。1度よく
わからないところを教えてもらったけど，
文字だとよくわからなくて「ん？」となっ
た。（公中2女）

表 14　中学生の家庭学習における LINE，SNS の利用

では「クァンダ（Qanda）」16）「Photomath」17）で 
あった。両方ともスマートフォンのカメラ機能を
利用して問題をスキャンすると，解答と解法が
提示される。英語では「英検でる順パス単」18）

や「mikan」19）などのアプリの利用経験者や，
英検対策として専用のアプリ「スタディギア」を
利用している中学生もみられた。

上記以外に，参考書についている無料のア
プリ，暗記などに特化したアプリの利用者もみ
られた。概してアプリの利用者は，勉強そのも
のが苦手か，あるいは学習を効率化したいか
のいずれかのタイプに限定されていた。また，

勉強が苦手な子どもに対しては「推奨群」「消
極群」にかかわらず，母親がアプリをすすめて
いるケースがみられた。

表14はLINEやSNSの学習への利用につい
て尋ねたものである。今回の対象者18人のう
ちLINEの個人アカウントを持っていたのは17
人で，家族や友人との標準的な連絡手段となっ
ていた。個人アカウントがないのは，スマート
フォンを持たず，家族のパソコンを利用してい
る1人だけであった。ただしパソコンのオンライ
ンゲームなどで友達とのやりとりは行っていた。

LINEやSNSはコミュニケーションツールで

NHK関連コンテンツの認知と利用
今回のインタビュー対象者の一部に，NHK関連のコンテンツの認知・利用状況について確認をし

たところ，子どもの成績が伸び悩み，子どもの家庭学習に積極的に関与していた母親が「NHK for 
School」を認知していた。参考書や手作りの教材などの紙媒体，授業動画やアプリなどのデジタル教
材など，さまざまな方法を試しており，今後の学習教材の1つとして，「NHK for School」の使用を検
討していた。またEテレの「高校講座」シリーズは，基礎的な部分が中学の範囲と重なることから，
録画して子どもに見せていた。

インタビュー対象の中学生のうちの2人は，学校の授業で「NHK for School」の動画を見たことを
覚えていた。ただし，試験の範囲でもなく，繰り返し見る必要性も感じないため，家庭学習などで自
主的に視聴することはないとのことであった。

私立の中学生の2人は，英語の授業の教材としてラジオ第2の『基礎英語』を利用していた。うち1
人は，学校の宿題として，『基礎英語』のCDつきのテキストを購入し，毎日聴いていた。
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デジタル群 非デジタル群 学習なし群

推
奨
群

紙でやると全然頭に入っていないのでタ
ブレットを使ったら成績が上がった。ア
プリは面白おかしく教えてくれる。（公中
1女）

自分で辞書を引いて調べて，書いて覚え
たほうが頭に入るかなと思うけど，いい
とこ取りでうまく活用してくれればいいと
思う。（公中1男）

大人が使っているのにダメとは言えない。
iPadやiPhoneでわからないことをすぐ
に調べなさいと言える環境はいいと思う。

（公中3女）
デジタル機器は便利は便利だと思う。今
携帯がなくなったら困るし，なんでも調
べられるから便利は便利。（公中2女）

目が疲れて頭痛がするとか視力も悪くな
るので，小さいときから紙でやらせてい
た。あと本当の試験は鉛筆で書くので。

（公中2女）

高校生は皆iPadを持たせることになって
いるから，うちもネットになっちゃう。世
の中の流れがそうならしょうがないのか
なと。（私中1女）

消
極
群

勉強にスマホを使うのは，止めるつもり
はない。紙で勉強も大事だと思うけど便
利なほうがよいと思う。（公中1女）

世界が広がって，簡単に調べられてい
いなと思うけど，それ以上に深く入って
いかない。本を読まないのがちょっと。

（公中2 女）

小学校のときからパソコン，中学の入学
祝で自分の。使い方を親に聞いたことは
ない。プラスにはなっていると思う。（私
中2男）

キーワード「中2，単元」で全部出てくる。
紙で調べることも大事だけれど，ネット
を使ってショートカットしてもいいのかな
と。（公中2男）

英単語を覚えるのが難しいので，そのた
めにピンポイントでアプリを教えた。そ
れをやるかどうかは，あなた次第と。（公
中2女）

表 15　母親の家庭学習におけるデジタルメディアの利用観

教材ではないが，学習のモチベーションを維持
したり，わからないことを確認したりするツール
として学習にも利用されていた。

例えば LINEでは，宿題やテスト範囲を確認
したいとき，教科書やプリントを持ち帰るのを
忘れてしまい見せてもらいたいときなどにやりと
りをするケースがみられた。ただし，勉強でわ
からないことを誰かに質問する頻度はあまり多
くはないようであった。勉強でわからないこと
がある場合には，学校で直接聞くほうが LINE
より手っ取り早くかつわかりやすいという声が
多かった。ただし，私立中学校に通っている
子ども，父親に勉強を聞くことがある子どもな
ど，一部にはLINEで頻繁にやりとりをしてい
るケースもみられた。

LINEを通じた勉強の励まし合いは意識的
には行われていないが，LINEを通じた日常
会話の中では行われている可能性がある。な
お，テスト前など，勉強に集中したいときには，
LINEの通知が来ることにより気が散ってしま
うため，あえてスマートフォンの電源を切ってい
るケースもみられた。

今回の参加者のうちの1人は，Instagram

で勉強関連の投稿を見ていた。これは「勉強
垢（あか）」（勉強アカウント）と呼ばれるもので，
各個人が勉強している様子や，進捗状況をアッ
プしているものなどがある。これを見ることに
より，自分の勉強するモチベーションを高めて
いるとのことであった。

（5）母親の家庭学習における
      デジタルメディアの利用観

ここからはデジタルメディアに対する母親の
意識についてみていく。個人によって差はみら
れたが，表15に示したように全体として家庭学
習でデジタル機器やデジタルコンテンツを利用
するのは，学習の効率化につながると感じてい
る母親が多い。図6（46・47ページ）の結果も
踏まえて考えると，それを子どもに積極的にす
すめるかどうかで「推奨群」と「消極群」に分
かれたと考えられる。

多くの母親は，調べものをする場合，いつ
でも，どこでも，必要な情報をすぐに得られる
という点で，インターネットに対して高い利便
性を感じていた。その一方で，辞書で調べた
り，図書館に行ったりという手間をかけない分，
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デジタル群 非デジタル群 学習なし群

推
奨
群

YouTubeの動画は，わからない人が教え
ているからわかりやすい。先生はわかっ
た体で教えるから子どもはピンと来ない。

（公中1女）

友達のお母さんから「YouTubeで解説
しているほうがわかりやすい」と聞いて，
すすめた。「なんとなくわかった」と言っ
てた。（公中1男）

理科の課題を娘とYouTubeで「ミョウバ
ン　結晶　作り方」と検索して，やって
しまった。でも今はこういうので調べられ
て便利。（私中1女）

動画は，何度も見られる。わからないと
ころも戻って見られるのはいい。そんな
にお金がかからないし，家でできる。（公
中2男）

書いて覚えようとしているけど，テストで
点数がとれないのはやり方を変えたほう
がいいのかなと思って動画をすすめた。

（公中2女）

授業の動画は，若い人とか大学生のよう
な人がやっていて身近。わからないとこ
ろで止めて書いたりとかを，自分のペー
スでできる。（公中3女）

消
極
群

YouTube動画だけでは物足りないと思
う。得意なところばかり見てしまったり全
部の範囲をまんべんなくできないのかな
と。（公中1女）

動画をすすめようとは考えてない。あま
り勉強に興味がなさそうなので，どうな
のかと。面白いと思わないと身につかな
い。（公中2 女）

授業をしている動画があるのは知ってい
た。もしかしたらそれを使うほうがいい
かもしれない。一応候補には挙がるとい
う感じ。（私中3女）

表 16　母親の家庭学習における「授業動画」の利用観

知識が身につきにくいのではないかと感じてい
た。勉強の基本は紙に書くことにあると考えて
おり，子どもへのアドバイスとして書くことをす
すめている家庭もあった。

動画コンテンツについては，目や耳からの刺
激として情報が入ってくるため，紙媒体での学
習とは違ったよさがあると感じており，概してポ
ジティブであった。また，学習関連のウェブサ
イトについてはまとめを見られたり，無料でい
ろいろな問題を入手できたりするなど，高い利
便性を感じている。

全体として母親のデジタル機器に対する意識
にかかわらず，子どもに適した学習方法を見つ
けることが優先されている様子であった。「推
奨群」「消極群」を問わず，学習方法の1つとし
て，アプリや授業動画などのデジタル教材を子
どもにすすめている家庭がみられた。

（6）母親の「授業動画」の利用観

表12に示したように授業動画については，
多くの中学生が認知しており，評価も高かった。
母親についても表16に示したように，ほとんど

私立中学校におけるデジタルメディアの利用
デプスインタビュー調査の対象者のうち4人が私立中学校に通っていて，授業の方法や勉強のスタ

イルで公立中学校とは異なる点がみられた。
私立中学校は中高一貫教育が基本のため，高校受験に向けた勉強は不要で，宿題以外で自主的

に家庭学習をしたり，塾に通ったりするケースは少ない。ただし，大学受験に向けて受験のテクニッ
クなどが必要になるため，高等部に進学後は別途，塾に通う必要を感じている家庭もみられた。

また，授業のデジタル化が進んでいるところが多く，中学入学時からiPadを導入し始めている学校
もあった。宿題に，PowerPointやWordなどのソフトを使った資料の作成が含まれるなど，公立と比
較すると，より積極的にデジタル機器を使いこなすことが求められていた。

中には，学校が法人として「スタディサプリ」20）や「Feelnote（フィールノート）」21）などの契約をしており，
授業や宿題，学習の記録に活用しているケースもあった。また，語学教育に力を入れている場合には，
NHKラジオ第2の『基礎英語』を指定教材として，家庭で聴取することを求めている学校もあった。

私立中学校では，家庭学習においても，デジタルメディアの利用を推奨している様子がみられた。
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の母親が授業動画の存在を認知しており，高
い評価をしている家庭が多かった。

内容についての評価も高く，学校や塾の授
業よりもわかりやすい場合もあると感じており，
子どもに積極的にすすめている母親もいる。ま
た，自分のペースに合わせて勉強に取り組める
点についても便利であると感じている。

ただし，授業動画だけで学習のすべてをカ
バーできるわけではなく，高校受験を見据えた
場合，動画のみで自力で学習するのは無理が
あると感じていたり，受験対策としては塾に通
い，受験用の学習方法やテクニックを学ぶ必要
があると感じていたりする母親もみられた。

小括

デプスインタビュー調査の会場では，母親
のインタビューの待ち時間などに中学生がス
マートフォンの画面を素早く指先で操作する様
子がみられ，改めてスマートフォンが中学生に
とって日常的かつ大切なメディアである姿が確
認できた。

スマートフォンは公立の中学校では持ち込み
がほぼ禁止されており22），中学校教師もスマー
トフォン利用に消極的 23）な一方で，中学生は
検索したり動画を見たり，LINEやSNSでコ
ミュニケーションを自由にとったりする日常的な
活動の延長として，家庭学習の中でもスマート
フォンを活用している姿がみられた。

家庭学習の主たる利用教材は紙媒体（教科
書や塾のプリント）であることはウェブ調査の
結果と一致するが，デジタルコンテンツは映像
と音声で直感的に理解でき，特に塾の講師な
どが説明するYouTubeの「授業動画」は，自
分が理解できるまで何度も視聴できる点など
が好評であった。

その一方で，紙媒体で家庭学習をする際に
は，スマートフォンがあると気が散るので電源
を切るという声もあった。学習するときに使う
ものとそうでないものを切り分けたいという気
持ちの表れであろう。

こうした傾向は母親のほうにより強くみられ
た。自身もスマートフォンを日常的に使ってい
て，検索や動画視聴の利点もわかっているが，
その一方で，学習に関しては紙媒体のほうがよ
いのではないか，スマートフォンだと遊んでしま
うのではないか，という懸念から利用を制限し
ている家庭もみられた。

母親と子どもの双方をインタビューしたこと
でみえてきたのは，デジタルメディアへの懸念
はあるものの，子どもを信頼して任せている家
庭と，そうでない家庭があるということである。
子ども自身に明確な学習上の目標や危機感が
ある場合は子どもの選択に任せるという家庭
が多い一方で，成績不振の場合などは塾や紙
媒体をすすめている姿もみられた。

デプスインタビュー調査の参加者は，基本
的には母子関係は良好であると考えられる。
それでもデジタルメディアの利用に関しては意
見の差異がみられることがあった。自律的に
学習できる子とそうでない子がいる中学生とい
う年代における母子関係の多様さを象徴してい
ると思われる。

 おわりに

本誌本号が刊行される時期は，通常ならば
全国の学校が夏休みのさなかだったはずだ。
2020年は，新型コロナウイルスによる休校の
影響で，学習の遅れを取り戻すために夏休み
が短縮されている学校も少なくない。長いとこ
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ろでは約3か月にも及んだ休校期間中は，児
童・生徒が各家庭で学習を進めざるをえず，デ
ジタルメディアを活用したオンライン学習のニー
ズが高まり，さまざまなデジタルコンテンツの
配信も進められた。

新型コロナウイルスは教育をめぐる状況を一
変させたといえるが，本稿で報告した調査が明
らかにしたのは，そのような大きな変化が訪れ
る前の家庭学習におけるメディア利用の状況で
ある。スマートフォン，パソコン，タブレット端
末などのデジタル機器やデジタルコンテンツを
教材として家庭学習で利用する中学生が一定
数存在していたものの，ほとんどの中学生が利
用していた教材は紙媒体であった。今回の調
査はウェブ調査であり，調査対象者は，デジタ
ル機器を家庭内で自由に利用できる環境にあ
る者が多かったが，それでも全員がデジタル機
器を家庭学習に利用していたわけではなかっ
た。休校期間中にこの状況が変化したのかど
うか，興味深い。

すでに家庭学習でデジタル機器を利用して
いた中学生は，スマートフォンを中心に，英単
語の検索など，機器を使って学習することはも
はや当たり前になっていた。学習中にわからな
いことが出てきても，インターネットの授業動
画で，理解できるまで何度も繰り返し視聴する
など，学習に対して前向きな姿勢もみてとれた。
デプスインタビュー調査で，そのような学習の
楽しさを複数の中学生が語ってくれたのが印象
深い。それは，心理尺度による分析において，
学習時にデジタルメディアを利用している中学
生は，そうでない中学生に比べて内発的動機
づけが高く，自分が理解できるように工夫して
勉強し，成績が高いことがうかがわれたことと
も呼応する。ウェブ調査の限定された対象によ

る分析とはいえ，デジタルメディアの利用と学
習への動機づけや成績との関係が示された。

学校は再開されたものの，分散登校や教室
の机と机の間に距離を設けたり，仕切りを立て
たりするなど，感染防止対策との両立が求め
られる中，引き続き家庭学習が重要な位置を
占めることは大きくは変わらないと考えられる。
オンライン学習の活用もさらに進められるだろ
う24）が，今回のウェブ調査の対象者のような，
すでにデジタル環境が整っている家庭ばかり
ではないことに留意しなければならない。デジ
タル機器の所有や整備の格差が，オンライン
学習が広がることを通じて子どもの家庭学習の
格差を助長し，拡大する方向に向かわないこと
を願う。学校教育の場では，デジタル機器の，
地域あるいは校種による格差が解消しつつあ
ることが調査から明らかになっているが，家庭
学習におけるオンライン学習に注目が集まるよ
うになったのは，新型コロナウイルスの影響で
始まった休校によるところが大きく，その本格
的な取り組みもこれからである。学習格差が解
消される手だてとしてこそ，オンライン学習が
有効活用されることを期待したい。

また，今回の調査では，デジタルメディアを
利用した家庭学習に対する母親の関わり方に
も注目した。ウェブ調査，デプスインタビュー
調査のいずれも，母親と子どもの両方が回答
に応じるなど，そもそも親子の関係が良好な
サンプルが集まっていた可能性もあるが，中学
生の家庭学習においても母親の存在が大きい
ことがうかがえる結果だった。では，父親は
保護者として，子どもの家庭学習にどのように
関わっているのだろうか。思いがけない休校
によって，子どもが家庭で学習を進めなけれ
ばならなかったことについては，とりわけ母親
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にとって負担やストレスが大きかったことも報
道されている25）。母親だけでなく，家庭学習
において父親がどのような役割を果たしている
のか，対象を広げることもこれからの研究の
課題である。

一方，現代の家族に目を向けると，シングル
マザーやシングルファーザー，ステップファミ
リーなど，形態の多様化が進んでいる。親が
そうしたいと望んでも，子どもの学習に関わる
ことが困難な状況に置かれている家庭も少なく
ないだろう。今後，家庭学習の比重が高まるよ
うなことがあっても，子どもを取り巻く家庭環
境によって学習格差が生じないようにする配慮
も一層求められよう。

今回は，中学生に直接アプローチするため
にウェブ調査を採用し，また結果に関わる影
響要因を排除するためにさまざまな限定も加え
ていることから，世論調査のように結果を一
般化することはできない。そのような限界があ
ることは認識しつつも，新型コロナウイルス感
染拡大前の，中学生の家庭学習におけるデジ
タルメディアの利用の一端を垣間見ることがで
きたのではないかと考える。この結果を踏ま
え，新型コロナウイルスによって家庭学習はど
のように変化したのか，引き続き注目していき
たい。

（わたなべ せいじ/うじはし ゆうじ/さかい あつし）

注：
 1） 「新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を受け

た家庭での学習や校務継続のためのICTの積
極的活用について」（令和2 年 4月23日）
https://www.mext.go.jp/content/20200427-
mxt_kouhou01-000004520_1.pdf

 2） 本稿では，デジタルメディアについて，パソコン
やスマートフォン，タブレット端末などのデジタ
ル機器と，それらを使って利用する動画やアプ
リなどのデジタルコンテンツを分けて記すものと
する。

 3） 調査の報告は下記を参照。
宇治橋祐之・渡辺誓司「1人 1台端末時代に向
けて広がるメディア利用とその課題～2019 年度

「NHK中学校教師のメディア利用と意識に関す
る調査」から～」『放送研究と調査』2020 年 6
月号，38-70

 4） ウェブ調査のサンプルの特色を把握するために
次の各調査の結果を参考にした。
･「文部科学省統計要覧（平成30年版）」

ht t p s : //w w w. mex t . g o . j p / b _ menu /
toukei/002/002b/1403130.htm

･「人口推計」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files
?page=1&layout=datalist&toukei=002005
24&tstat=000000090001&cycle=7&year
=20190&month=0&tclass1=000001011679

･「平成29年就業構造基本調査」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files
?page=1&layout=datalist&toukei=002005
32&tstat=000001107875&cycle=0&tclass
1=000001107882&tclass2=000001107883
&stat_infid=000031729818

・「平成22年国勢調査」
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files
?page=1&layout=datalist&toukei=002005
21&tstat=000001039448&cycle=0&tclass
1=000001047544&tclass2=000001050184
&stat_infid=000012989700　

･斉藤孝信「2020年東京オリンピック・パラ
リンピックへの期待と意識 ～「2019年7月東
京オリンピック・パラリンピックに関する世
論調査（第5回）」の結果から～」『放送研究
と調査』2020年1月号，2-25



66 AUGUST 2020

 5） 注3と同
中学校の理科，社会，国語，外国語の担当教師

（1,966人）に尋ねた結果，授業において，パソ
コンは8割以上，タブレット端末は6割以上の教
師が利用できる環境にあった。

 6） 注3と同
中学校の理科，社会，国語，外国語の担当教
師（1,966人）において，「生徒には自宅でスマー
トフォンを利用して宿題をしたり学習を進めたり
してほしい」について肯定的な教師（「そう思う」
＋「どちらかといえばそう思う」）の割合は31％
だったのに対し，否定的な教師（「どちらかとい
えばそう思わない」＋「そう思わない」）は66％
だった。

 7） 図4のデジタル機器の利用では，「タブレット端
末」とのみ表記して尋ねたため，通信教育で配
付された学習用のタブレット端末と区別して回
答された可能性がある。

 8） 注3と同
 9） 「中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 

総合的な学習の時間編」（平成 29 年7月）
https : //www.mext .go . jp/component/a _
menu/education/micro_detail/__icsFiles/afi
eldfile/2019/03/18/1387018_012.pdf

 10） 学習塾や習い事を含めた家庭学習にかかる毎月
の教育費を調査対象の全員の母親（1,168人）に
尋ねたところ，0円が15%（180人），10,000円以
下が24%（284人），10,001円～ 20,000円が21%

（244人），20,001円～ 30,000円が16%（189人），
30,001円～ 40,000円が13%（151人），40,001円
～ 50,000円が6%（66人），50,001円以上が5%

（54人）だった。
 11） 家庭ではまったく勉強していない子どもと，勉

強はするが6教科（英語，国語，数学，理科，
社会，総合的な学習の時間）についてはしてい
ない子どもの両者が含まれる。

 12） 内閣府（平成 23 年度）「親と子の生活意識に関
する調査」
https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/life/
h23/pdf_index.html

 13） パーソナリティの5つの基本特性を測る和田
（1996）のBig Five尺度のうち，計画性やまじ
めさを表す「誠実性」の7 項目，頭の回転の速
さや興味の広さを意味する「開放性」の6 項目

を使用した。非常にあてはまる（7）―まったく
あてはまらない（1）までの7件法であり，両因
子のα係数はα=.86以上と十分な値であった。
両因子ともに構成項目を合算し，得点が高いほ
どその因子の傾向が高いことを示した。

 14） 授業の内容を動画にしたもので，大手の予備校
が配信しているもの，YouTubeで元教師や元塾
の講師などが配信しているものがある。新型コロ
ナウイルスの感染拡大防止に伴う休校期間に教
育委員会や学校でも作成されたが，調査時点で
はこうした動画はほとんどみられなかった。

 15） 教育系YouTuberの葉一のYouTubeチャンネル
（登録者数 95.6万人）。小学3 ～ 6 年生の算数，
中学の英語，国語，数学，理科，社会，高校
数学など約3,000本の授業動画を配信している。
h t t p s : // w w w . y o u t u b e . c o m / u s e r /
toaruotokohaichi/

 16） 人工知能を利用した数学解説アプリ。問題を
撮影すると解答や解法が表示される。質問機能

（一部課金あり）を使って，オンライン上の講師
から詳しい解答や解説をしてもらうサービスも
ある。
https : //www.wantedly.com/companies/
company_7041737/about

 17） https://photomath.net/en/
 18） 旺文社で1998 年から刊行している書籍『英検で

る順パス単』のアプリ版
 19） http://mikan.link/
 20） リクルートマーケティングパートナーズが「受験

サプリ」の名称で2011年から行っているオンラ
イン学習サービス。2016 年から「スタディサプリ」
に名称変更。小学講座，中学講座，高校講座，
大学受験講座などがある。
https://studysapuri.jp/

 21） 生徒が学習したことを記録したり，教師が課
題を出したり，グループで投稿を共有するなど，
SNS形式で学習履歴を記録できるサービス。
http://www.feel-note.com/

 22） ただし，2020年6月24日の文部科学省「学校
における携帯電話の取扱い等に関する有識者会
議」審議のまとめ（素案）では，「中学校におけ
る，学校への生徒の携帯電話の持込みについて
は，持込みを原則禁止としつつも，一定の条件
のもと，持込みを認めることが妥当と考えられ
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る」とされ，持ち込み禁止を解除する方向性
が示されている。
https://www.mext.go.jp/content/20200624-
mxt_jidou01-000007981_1.pdf

 23） 注3と同
 24） 「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的

な学校運営のためのガイドライン及び新型コロ
ナウイルス感染症対策に伴う児童生徒の「学び
の保障」総合対策パッケージについて（通知）」

（令和2 年 6月5日）
https://www.mext.go.jp/content/20200605_
mxt_kouhou02_000007000-1.pdf

 25） 例えば，NHKでは次のような報道があった。
NHK News Up「弱音 吐かせてください」（2020
年3月19日）
h t t p s : / / w w w 3 . n h k . o r . j p / n e w s /
html/20200319/k10012339651000.html
NHK 政治マガジン 注目の発言集「休校長期化
でオンライン学習の要望相次ぐ 東京」（2020 年
5月15日）
https://www.nhk .or.jp/pol it ics/art icles/
statement/36754.html

引用文献：　
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・Furman, W. & Buhrmester, D. （1985）. Children's 
perceptions of the personal relationships in their 
social networks. Developmental Psychology, 21

（6）, 1016-1024.
・ Furrer, C. , & Skinner, E. （2003）. Sense of 

relatedness as a factor in children’s academic 
engagement and per formance . Journa l of 
Educational Psychology, 95（1）, 148-162.

・ Ginsburg, G. S., & Bronstein, P. （1993）. Family 
factors related to children’s intrinsic/extrinsic 
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formance. Child Development, 64（5）, 1461-1474.
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Fendrich, M. （1999）. A longitudinal assessment 
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tional and self-regulated learning components 
of classroom academic performance. Journal of 
Educational Psychology, 82（1）, 33-40.

・ Poropat, A. E. （2009）. A meta-analysis of the 
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・ Sun, Y., & Li, Y. （2011）. Effects of family struc-
ture type and stability on children’s academic 
performance trajectories. Journal of Marriage 
and Family, 73（3）, 541-556.

・ Walker, J. M. T., Wilkins, A. S., Dallaire, J. R., 
Sandler, H. M., & Hoover-Dempsey, K. V. （2005）. 
Parental involvement: Model revision through 
scale development . The Elementary School 
Journal, 106（2）, 85-104.

・和田さゆり（1996）「性格特性用語を用いたBig 
Five尺度の作成」『心理学研究』67（1），61-67

・ 吉武尚美・菅原ますみ・内海緒香 （2014）「成人
期の対人ネットワークの質の検討―日本語版
Network Relationships inventoryを用いて―」

「日本心理学会第78回大会」（京都，同志社大学，
2014. 9.10）
http: //www.myschedule .jp/jpa2014/deta i l .
php?sess_id=349

※注と引用文献に挙げたウェブサイトは，いずれ
も2020 年7月1日閲覧
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付表１　共分散分析表

付表 2　共分散分析表

子どものデジタル
学習スタイル デジタル群 非デジタル群 学習なし群

共分散分析の結果（有意差が出た部分）
母親によるデジタル
学習の推奨 推奨群 消極群 推奨群 消極群 推奨群 消極群

学業支援 H
（n=241）

学業支援 L
（n=134）

学業支援 H
（n=104）

学業支援 L　
（n=91）

学業支援 H
（n=105）

学業支援 L　
（n=87）

学業支援 H
（n=104）

学業支援 L
（n=131） 学業支援 H（n=19）学業支援 L（n=34）学業支援 H（n=19）学業支援 L（n=25）

平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD）

内発的動機づけ 25.20 （5.80） 22.32 （6.12） 24.21 （5.68） 22.07 （5.78） 23.10 （5.72） 21.37 （6.26） 22.13 （5.47） 21.21 （5.69） 22.95 （4.35） 18.68 （6.66） 16.32 （7.53） 15.92 （5.31） 主効果：学業支援（F（2,1078）＝22.67, p<.01）交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝4.13, p<.05）

認知的方略の使用 47.29 （9.79） 43.21 （8.05） 46.48 （7.65） 43.00 （8.73） 43.82 （7.97） 40.45 （9.2） 43.68 （8.21） 41.37 （8.92） 40.42 （8.3） 39.21 （9.25） 31.68 （12.32） 34.04 （10.98） 交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝4.71, p<.01）
交互作用：子デジ×学業支援（F（2,1078）＝3.20, p<.05）

自己制御 21.64 （4.77） 20.57 （3.40） 21.54 （3.58） 20.86 （4.33） 20.47 （3.75） 19.59 （4.17） 20.36 （3.99） 19.91 （4.49） 19.94 （4.67） 19.44 （3.49） 18.37 （6.04） 16.64 （5.62） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝12.05, p<.01）

パフォーマンス 21.21 （4.97） 20.72 （4.64） 20.68 （5.10） 20.43 （5.40） 19.65 （4.99） 18.97 （5.18） 19.43 （5.33） 18.63 （6.14） 19.63 （6.19） 17.82 （4.83） 14.74 （6.52） 14.60 （5.72） 交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝3.83, p<.05）
援助効力感H
（n=190）

援助効力感L
（n=185）

援助効力感H
（n=82）

援助効力感L
（n=113）

援助効力感H
（n=79）

援助効力感L
（n=113）

援助効力感H
（n=97）

援助効力感L
（n=138）

援助効力感H
（n=20）

援助効力感L
（n=33）

援助効力感H
（n=13）

援助効力感L
（n=31）

内発的動機づけ 25.23 （6.42） 23.08 （5.49） 24.46 （5.81） 22.30 （5.66） 22.82 （6.10） 21.96 （5.96） 23.20 （5.46） 20.50 （5.45） 22.55 （6.03） 18.79 （6.02） 18.15 （7.82） 15.23 （5.44） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝23.97, p<.01）主効果：母デジ（F（1,1078）＝9.94, p<.01）
主効果：援助効力感（F（1,1078）＝5.69, p<.05）

認知的方略の使用 47.83 （9.79） 43.77 （8.54） 47.26 （8.22） 43.12 （8.01） 42.87 （7.56） 41.89 （9.41） 44.38 （8.19） 41.00 （8.76） 43.45 （9.93） 37.33 （7.38） 38.31 （11.68） 30.81 （10.85） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝27.82, p<.01）主効果：母デジ（F（1,1078）＝5.31, p<.05）
主効果：援助効力感（F（1,1078）＝10.98, p<.01）

自己制御 22.52 （4.34） 19.97 （4.00） 22.80 （3.71） 20.07 （3.73） 20.95 （3.88） 19.45 （3.91） 21.48 （3.73） 19.14 （4.37） 21.00 （4.17） 18.79 （3.57） 20.92 （5.69） 15.90 （5.25） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝11.06, p<.01）主効果：援助効力感（F（1,1078）＝25.84, p<.01）

パフォーマンス 22.50 （4.66） 19.53 （4.61） 22.29 （4.66） 19.31 （5.28） 20.66 （5.00） 18.42 （4.94） 21.02 （5.34） 17.55 （5.69） 19.95 （5.53） 17.58 （5.15） 16.08 （5.94） 14.06 （6.03） 主効果：援助効力感（F（1,1078）＝8.16, p<.01）交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝3.50, p<.05）
発達期待H
（n=216）

発達期待L
（n=159）

発達期待H
（n=96）

発達期待L
（n=99）

発達期待H
（n=95）

発達期待L
（n=97）

発達期待H
（n=92）

発達期待L
（n=143）

発達期待H
（n=23）

発達期待L
（n=30）

発達期待H
（n=14）

発達期待L
（n=30）

内発的動機づけ 25.48 （6.03） 22.39 （5.66） 24.45 （6.31） 22.01 （5.03） 23.03 （6.10） 21.62 （5.87） 23.18 （6.42） 20.60 （4.76） 20.43 （7.51） 20.03 （5.20） 18.93 （6.70） 14.77 （5.73） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝25.16, p<.01）主効果：母デジ（F（1,1078）＝9.02, p<.01）
主効果：発達期待（F（1,1078）＝5.43, p<.05）

認知的方略の使用 47.49 （9.94） 43.58 （8.12） 47.38 （8.63） 42.41 （7.28） 42.95 （8.87） 41.65 （8.50） 45.15 （9.03） 40.62 （7.97） 40.43 （10.92） 39.03 （7.03） 36.29 （11.18） 31.50 （11.51） 主効果：発達期待（F（1,1078）＝5.67, p<.05）交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝3.59, p<.05）

自己制御 21.90 （4.55） 20.40 （3.93） 22.33 （3.97） 20.14 （3.64） 20.37 （3.66） 19.77 （4.22） 20.77 （4.31） 19.68 （4.20） 20.26 （3.65） 19.13 （4.11） 18.71 （5.27） 16.77 （6.02） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝12.65, p<.01）

パフォーマンス 22.05 （4.51） 19.65 （4.98） 21.46 （5.25） 19.70 （5.09） 20.85 （4.96） 17.86 （4.76） 20.87 （5.62） 17.77 （5.60） 19.96 （5.60） 17.33 （4.98） 16.71 （4.45） 13.70 （6.45） 主効果：発達期待（F（1,1078）＝10.03, p<.01）交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝3.47, p<.05）

注：子デジ：子どものデジタル学習スタイル（デジタル群・非デジタル群・学習なし群），母デジ：母親によるデジタル学習スタイルの推奨（推奨群・消極群），調整変数である学業
支援，援助効力感，発達期待の各変数については，対象者を平均以上をＨ群，平均未満をL 群に分類した。共分散分析の結果は，各独立変数において，交互作用が有意な
ものは主効果を記載していない。

子どものデジタル
学習スタイル デジタル群 非デジタル群 学習なし群

共分散分析の結果（有意差が出た部分）
母親によるデジタル
学習の推奨 推奨群 消極群 推奨群 消極群 推奨群 消極群

母親評価 価値の
再確認 H（n=179）

母親評価 価値の
再確認 L（n=196）

母親評価 価値の
再確認 H（n=89）

母親評価  価値の
再確認 L（n=106）

母親評価 価値の
再確認 H（n=90）

母親評価 価値の
再確認 L（n=102）

母親評価 価値の
再確認 H（n=98）

母親評価 価値の
再確認 L（n=137）

母親評価 価値の
再確認 H（n=21）

母親評価 価値の
再確認 L（n=32）

母親評価 価値の
再確認 H（n=13）

母親評価 価値の
再確認 L（n=31）

平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD）

内発的動機づけ 25.22 （6.17） 23.20 （5.82） 24.46 （5.95） 22.16 （5.50） 22.91 （6.08） 21.79 （5.94） 22.68 （5.69） 20.85 （5.43） 20.95 （5.79） 19.72 （6.57） 18.77 （8.53） 14.97 （4.81） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝23.73, p<.01）主効果：母デジ（F（1,1078）＝9.85, p<.01）
主効果：価値の再確認（F（1,1078）＝7.47, p<.01）

認知的方略の使用 47.52 （10.22） 44.29 （8.33） 46.85 （8.18） 43.18 （8.13） 43.04 （8.35） 41.63 （8.97） 43.94 （8.31） 41.29 （8.79） 41.95 （6.90） 38.13 （9.75） 36.69 （13.90） 31.48 （10.19） 主効果：価値の再確認（F（1,1078）＝7.48, p<.01）
交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝3.41, p<.05）

自己制御 21.69 （4.82） 20.87 （3.86） 21.93 （3.90） 20.62 （3.91） 20.42 （3.71） 19.75 （4.16） 20.78 （4.05） 19.63 （4.37） 19.43 （4.35） 19.75 （3.67） 20.77 （6.33） 15.97 （5.02） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝10.63, p<.01）
交互作用：母デジ×価値の再確認（F（1,1078）＝3.97, p<.01）

パフォーマンス 21.70 （4.87） 20.42 （4.78） 21.87 （5.20） 19.47 （5.02） 19.93 （4.83） 18.81 （5.25） 19.85 （5.57） 18.37 （5.89） 18.57 （5.05） 18.41 （5.65） 16.15 （6.64） 14.03 （5.71） 交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝3.16, p<.05）
母親評価 葛藤・
口論H（n=192）

母親評価 葛藤・
口論L（n=183）

母親評価 葛藤・
口論H（n=102）

母親評価 葛藤・
口論L（n=93）

母親評価 葛藤・
口論H（n=98）

母親評価 葛藤・
口論L（n=94）

母親評価 葛藤・
口論H（n=101）

母親評価 葛藤・
口論L（n=134）

母親評価 葛藤・
口論H（n=25）

母親評価 葛藤・
口論L（n=28）

母親評価 葛藤・
口論H（n=27）

母親評価 葛藤・
口論L（n=17）

内発的動機づけ 23.89 （6.31） 24.46 （5.80） 22.50 （5.86） 23.99 （5.69） 22.21 （6.55） 22.43 （5.43） 20.95 （5.80） 22.11 （5.41） 20.64 （4.96） 19.82 （7.27） 14.59 （5.87） 18.47 （6.36） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝25.78, p<.01）交互作用：母デジ×葛藤・口論（F（1,1078）＝4.30, p<.05）

認知的方略の使用 44.39 （9.14） 47.34 （9.47） 44.04 （8.42） 45.75 （8.18） 41.67 （9.56） 42.94 （7.68） 41.90 （9.18） 42.77 （8.29） 39.48 （6.40） 39.79 （10.72） 31.15 （12.09） 36.00 （10.12） 交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝3.32, p<.05）

自己制御 20.44 （4.41） 22.12 （4.15） 20.14 （4.15） 22.41 （3.35） 19.62 （4.24） 20.53 （3.60） 19.41 （4.64） 20.63 （3.90） 18.08 （3.66） 21.00 （3.67） 16.48 （6.54） 18.82 （4.16） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝13.62, p<.01）主効果：葛藤・口論（F（1,1078）＝8.69, p<.01）

パフォーマンス 20.67 （4.71） 21.42 （5.00） 19.27 （5.07） 21.98 （5.06） 19.54 （5.34） 19.13 （4.81） 18.64 （5.91） 19.24 （5.72） 18.32 （3.82） 18.61 （6.52） 13.52 （6.55） 16.47 （4.64） 交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝3.06, p<.05）母デジ×葛藤・口論（F（1,1078）＝4.17, p<.05）
子ども評価 価値の
再確認 H（n=185）

子ども評価 価値の
再確認 L（n=190）

子ども評価 価値の
再確認 H（n=90）

子ども評価 価値の
再確認 L（n=105）

子ども評価 価値の
再確認 H（n=82）

子ども評価 価値の
再確認 L（n=110）

子ども評価 価値の
再確認 H（n=84）

子ども評価 価値の
再確認 L（n=151）

子ども評価 価値の
再確認 H（n=20）

子ども評価 価値の
再確認 L（n=33）

子ども評価  価値
の再確認 H（n=7）

子ども評価 価値の
再確認 L（n=37）

内発的動機づけ 26.17 （6.01） 22.22 （5.47） 25.49 （5.91） 21.26 （4.97） 24.72 （6.57） 20.53 （4.87） 23.73 （6.08） 20.44 （4.96） 22.85 （4.79） 18.61 （6.53） 18.14 （5.46） 15.70 （6.42） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝19.51, p<.01）主効果：母デジ（F（1,1078）＝9.10, p<.01）
主効果：価値の再確認（F（1,1078）＝30.17, p<.01）

認知的方略の使用 48.77 （9.37） 42.97 （8.54） 48.42 （8.11） 41.80 （7.26） 44.98 （9.50） 40.29 （7.47） 45.98 （8.62） 40.40 （8.07） 42.75 （9.13） 37.76 （8.27） 35.00 （13.10） 32.65 （11.33） 主効果：価値の再確認（F（1,1078）＝20.98, p<.01）
交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝3.37, p<.05）

自己制御 22.12 （4.73） 20.42 （3.79） 22.49 （4.08） 20.13 （3.51） 20.90 （4.38） 19.45 （3.51） 21.40 （4.41） 19.38 （4.02） 19.45 （5.05） 19.73 （3.13） 19.43 （7.76） 17.00 （5.40） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝9.60, p<.01）主効果：価値の再確認（F（1,1078）＝6.21, p<.05）

パフォーマンス 22.10 （4.82） 19.99 （4.68） 22.56 （5.25） 18.86 （4.59） 20.93 （5.21） 18.15 （4.65） 21.17 （5.29） 17.77 （5.73） 19.15 （5.86） 18.06 （5.10） 15.71 （6.13） 14.46 （6.04） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝15.63, p<.01）主効果：母デジ（F（1,1078）＝6.35, p<.05）
主効果：価値の再確認（F（1,1078）＝8.48, p<.01）

子ども評価 葛藤・
口論H（n=164）

子ども評価 葛藤・
口論L（n=211）

子ども評価 葛藤・
口論H（n=84）

子ども評価 葛藤・
口論L（n=111）

子ども評価 葛藤・
口論H（n=63）

子ども評価 葛藤・
口論L（n=129）

子ども評価 葛藤・
口論H（n=93）

子ども評価 葛藤・
口論L（n=142）

子ども評価 葛藤・
口論H（n=22）

子ども評価 葛藤・
口論L（n=31）

子ども評価 葛藤・
口論H（n=18）

子ども評価 葛藤・
口論L（n=26）

内発的動機づけ 24.12 （5.74） 24.21 （6.32） 22.81 （5.90） 23.51 （5.75） 23.02 （5.88） 21.98 （6.08） 21.53 （5.95） 21.67 （5.38） 22.09 （5.28） 18.87 （6.60） 14.44 （5.19） 17.23 （6.81） 交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）=3.25, p<.05）
交互作用：母デジ×葛藤・口論（F（1,1078）=5.13, p<.05）

認知的方略の使用 45.39 （8.99） 46.17 （9.72） 43.89 （8.34） 45.59 （8.29） 42.33 （8.48） 42.27 （8.82） 41.62 （9.54） 42.90 （8.05） 41.27 （7.15） 38.48 （9.85） 30.17 （12.31） 35.00 （10.69） 交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）=4.48, p<.05）

自己制御 20.29 （4.49） 22.01 （4.11） 20.01 （4.26） 22.14 （3.45） 19.40 （4.12） 20.40 （3.85） 18.96 （4.77） 20.86 （3.74） 17.86 （4.22） 20.87 （3.20） 14.22 （5.84） 19.58 （4.74） 主効果：母デジ（F（1,1078）=4.36, p<.05）
交互作用：子デジ×葛藤・口論（F（2,1078）=3.77, p<.05）

パフォーマンス 20.79 （4.85） 21.23 （4.86） 19.95 （5.28） 21.03 （5.17） 18.98 （5.28） 19.51 （4.99） 18.92 （5.74） 19.02 （5.85） 18.50 （4.76） 18.45 （5.84） 12.56 （5.82） 16.12 （5.79） 交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）= 4.02, p<.05）

注）子デジ：子どものデジタル学習スタイル（デジタル群・非デジタル群・学習なし群），母デジ：母親によるデジタル学習スタイルの推奨（推奨群・消極群），調整変数である母親
評価および子ども評価による価値の再確認と葛藤・口論の各変数については，対象者を平均以上をＨ群，平均未満をL 群に分類した。共分散分析の結果は，各独立変数に
おいて，交互作用が有意なものは主効果を記載していない。
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子どものデジタル
学習スタイル デジタル群 非デジタル群 学習なし群

共分散分析の結果（有意差が出た部分）
母親によるデジタル
学習の推奨 推奨群 消極群 推奨群 消極群 推奨群 消極群

学業支援 H
（n=241）

学業支援 L
（n=134）

学業支援 H
（n=104）

学業支援 L　
（n=91）

学業支援 H
（n=105）

学業支援 L　
（n=87）

学業支援 H
（n=104）

学業支援 L
（n=131） 学業支援 H（n=19）学業支援 L（n=34）学業支援 H（n=19）学業支援 L（n=25）

平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD）

内発的動機づけ 25.20 （5.80） 22.32 （6.12） 24.21 （5.68） 22.07 （5.78） 23.10 （5.72） 21.37 （6.26） 22.13 （5.47） 21.21 （5.69） 22.95 （4.35） 18.68 （6.66） 16.32 （7.53） 15.92 （5.31） 主効果：学業支援（F（2,1078）＝22.67, p<.01）交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝4.13, p<.05）

認知的方略の使用 47.29 （9.79） 43.21 （8.05） 46.48 （7.65） 43.00 （8.73） 43.82 （7.97） 40.45 （9.2） 43.68 （8.21） 41.37 （8.92） 40.42 （8.3） 39.21 （9.25） 31.68 （12.32） 34.04 （10.98） 交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝4.71, p<.01）
交互作用：子デジ×学業支援（F（2,1078）＝3.20, p<.05）

自己制御 21.64 （4.77） 20.57 （3.40） 21.54 （3.58） 20.86 （4.33） 20.47 （3.75） 19.59 （4.17） 20.36 （3.99） 19.91 （4.49） 19.94 （4.67） 19.44 （3.49） 18.37 （6.04） 16.64 （5.62） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝12.05, p<.01）

パフォーマンス 21.21 （4.97） 20.72 （4.64） 20.68 （5.10） 20.43 （5.40） 19.65 （4.99） 18.97 （5.18） 19.43 （5.33） 18.63 （6.14） 19.63 （6.19） 17.82 （4.83） 14.74 （6.52） 14.60 （5.72） 交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝3.83, p<.05）
援助効力感H
（n=190）

援助効力感L
（n=185）

援助効力感H
（n=82）

援助効力感L
（n=113）

援助効力感H
（n=79）

援助効力感L
（n=113）

援助効力感H
（n=97）

援助効力感L
（n=138）

援助効力感H
（n=20）

援助効力感L
（n=33）

援助効力感H
（n=13）

援助効力感L
（n=31）

内発的動機づけ 25.23 （6.42） 23.08 （5.49） 24.46 （5.81） 22.30 （5.66） 22.82 （6.10） 21.96 （5.96） 23.20 （5.46） 20.50 （5.45） 22.55 （6.03） 18.79 （6.02） 18.15 （7.82） 15.23 （5.44） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝23.97, p<.01）主効果：母デジ（F（1,1078）＝9.94, p<.01）
主効果：援助効力感（F（1,1078）＝5.69, p<.05）

認知的方略の使用 47.83 （9.79） 43.77 （8.54） 47.26 （8.22） 43.12 （8.01） 42.87 （7.56） 41.89 （9.41） 44.38 （8.19） 41.00 （8.76） 43.45 （9.93） 37.33 （7.38） 38.31 （11.68） 30.81 （10.85） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝27.82, p<.01）主効果：母デジ（F（1,1078）＝5.31, p<.05）
主効果：援助効力感（F（1,1078）＝10.98, p<.01）

自己制御 22.52 （4.34） 19.97 （4.00） 22.80 （3.71） 20.07 （3.73） 20.95 （3.88） 19.45 （3.91） 21.48 （3.73） 19.14 （4.37） 21.00 （4.17） 18.79 （3.57） 20.92 （5.69） 15.90 （5.25） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝11.06, p<.01）主効果：援助効力感（F（1,1078）＝25.84, p<.01）

パフォーマンス 22.50 （4.66） 19.53 （4.61） 22.29 （4.66） 19.31 （5.28） 20.66 （5.00） 18.42 （4.94） 21.02 （5.34） 17.55 （5.69） 19.95 （5.53） 17.58 （5.15） 16.08 （5.94） 14.06 （6.03） 主効果：援助効力感（F（1,1078）＝8.16, p<.01）交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝3.50, p<.05）
発達期待H
（n=216）

発達期待L
（n=159）

発達期待H
（n=96）

発達期待L
（n=99）

発達期待H
（n=95）

発達期待L
（n=97）

発達期待H
（n=92）

発達期待L
（n=143）

発達期待H
（n=23）

発達期待L
（n=30）

発達期待H
（n=14）

発達期待L
（n=30）

内発的動機づけ 25.48 （6.03） 22.39 （5.66） 24.45 （6.31） 22.01 （5.03） 23.03 （6.10） 21.62 （5.87） 23.18 （6.42） 20.60 （4.76） 20.43 （7.51） 20.03 （5.20） 18.93 （6.70） 14.77 （5.73） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝25.16, p<.01）主効果：母デジ（F（1,1078）＝9.02, p<.01）
主効果：発達期待（F（1,1078）＝5.43, p<.05）

認知的方略の使用 47.49 （9.94） 43.58 （8.12） 47.38 （8.63） 42.41 （7.28） 42.95 （8.87） 41.65 （8.50） 45.15 （9.03） 40.62 （7.97） 40.43 （10.92） 39.03 （7.03） 36.29 （11.18） 31.50 （11.51） 主効果：発達期待（F（1,1078）＝5.67, p<.05）交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝3.59, p<.05）

自己制御 21.90 （4.55） 20.40 （3.93） 22.33 （3.97） 20.14 （3.64） 20.37 （3.66） 19.77 （4.22） 20.77 （4.31） 19.68 （4.20） 20.26 （3.65） 19.13 （4.11） 18.71 （5.27） 16.77 （6.02） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝12.65, p<.01）

パフォーマンス 22.05 （4.51） 19.65 （4.98） 21.46 （5.25） 19.70 （5.09） 20.85 （4.96） 17.86 （4.76） 20.87 （5.62） 17.77 （5.60） 19.96 （5.60） 17.33 （4.98） 16.71 （4.45） 13.70 （6.45） 主効果：発達期待（F（1,1078）＝10.03, p<.01）交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝3.47, p<.05）

注：子デジ：子どものデジタル学習スタイル（デジタル群・非デジタル群・学習なし群），母デジ：母親によるデジタル学習スタイルの推奨（推奨群・消極群），調整変数である学業
支援，援助効力感，発達期待の各変数については，対象者を平均以上をＨ群，平均未満をL 群に分類した。共分散分析の結果は，各独立変数において，交互作用が有意な
ものは主効果を記載していない。

子どものデジタル
学習スタイル デジタル群 非デジタル群 学習なし群

共分散分析の結果（有意差が出た部分）
母親によるデジタル
学習の推奨 推奨群 消極群 推奨群 消極群 推奨群 消極群

母親評価 価値の
再確認 H（n=179）

母親評価 価値の
再確認 L（n=196）

母親評価 価値の
再確認 H（n=89）

母親評価  価値の
再確認 L（n=106）

母親評価 価値の
再確認 H（n=90）

母親評価 価値の
再確認 L（n=102）

母親評価 価値の
再確認 H（n=98）

母親評価 価値の
再確認 L（n=137）

母親評価 価値の
再確認 H（n=21）

母親評価 価値の
再確認 L（n=32）

母親評価 価値の
再確認 H（n=13）

母親評価 価値の
再確認 L（n=31）

平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD） 平均 （SD）

内発的動機づけ 25.22 （6.17） 23.20 （5.82） 24.46 （5.95） 22.16 （5.50） 22.91 （6.08） 21.79 （5.94） 22.68 （5.69） 20.85 （5.43） 20.95 （5.79） 19.72 （6.57） 18.77 （8.53） 14.97 （4.81） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝23.73, p<.01）主効果：母デジ（F（1,1078）＝9.85, p<.01）
主効果：価値の再確認（F（1,1078）＝7.47, p<.01）

認知的方略の使用 47.52 （10.22） 44.29 （8.33） 46.85 （8.18） 43.18 （8.13） 43.04 （8.35） 41.63 （8.97） 43.94 （8.31） 41.29 （8.79） 41.95 （6.90） 38.13 （9.75） 36.69 （13.90） 31.48 （10.19） 主効果：価値の再確認（F（1,1078）＝7.48, p<.01）
交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝3.41, p<.05）

自己制御 21.69 （4.82） 20.87 （3.86） 21.93 （3.90） 20.62 （3.91） 20.42 （3.71） 19.75 （4.16） 20.78 （4.05） 19.63 （4.37） 19.43 （4.35） 19.75 （3.67） 20.77 （6.33） 15.97 （5.02） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝10.63, p<.01）
交互作用：母デジ×価値の再確認（F（1,1078）＝3.97, p<.01）

パフォーマンス 21.70 （4.87） 20.42 （4.78） 21.87 （5.20） 19.47 （5.02） 19.93 （4.83） 18.81 （5.25） 19.85 （5.57） 18.37 （5.89） 18.57 （5.05） 18.41 （5.65） 16.15 （6.64） 14.03 （5.71） 交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝3.16, p<.05）
母親評価 葛藤・
口論H（n=192）

母親評価 葛藤・
口論L（n=183）

母親評価 葛藤・
口論H（n=102）

母親評価 葛藤・
口論L（n=93）

母親評価 葛藤・
口論H（n=98）

母親評価 葛藤・
口論L（n=94）

母親評価 葛藤・
口論H（n=101）

母親評価 葛藤・
口論L（n=134）

母親評価 葛藤・
口論H（n=25）

母親評価 葛藤・
口論L（n=28）

母親評価 葛藤・
口論H（n=27）

母親評価 葛藤・
口論L（n=17）

内発的動機づけ 23.89 （6.31） 24.46 （5.80） 22.50 （5.86） 23.99 （5.69） 22.21 （6.55） 22.43 （5.43） 20.95 （5.80） 22.11 （5.41） 20.64 （4.96） 19.82 （7.27） 14.59 （5.87） 18.47 （6.36） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝25.78, p<.01）交互作用：母デジ×葛藤・口論（F（1,1078）＝4.30, p<.05）

認知的方略の使用 44.39 （9.14） 47.34 （9.47） 44.04 （8.42） 45.75 （8.18） 41.67 （9.56） 42.94 （7.68） 41.90 （9.18） 42.77 （8.29） 39.48 （6.40） 39.79 （10.72） 31.15 （12.09） 36.00 （10.12） 交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝3.32, p<.05）

自己制御 20.44 （4.41） 22.12 （4.15） 20.14 （4.15） 22.41 （3.35） 19.62 （4.24） 20.53 （3.60） 19.41 （4.64） 20.63 （3.90） 18.08 （3.66） 21.00 （3.67） 16.48 （6.54） 18.82 （4.16） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝13.62, p<.01）主効果：葛藤・口論（F（1,1078）＝8.69, p<.01）

パフォーマンス 20.67 （4.71） 21.42 （5.00） 19.27 （5.07） 21.98 （5.06） 19.54 （5.34） 19.13 （4.81） 18.64 （5.91） 19.24 （5.72） 18.32 （3.82） 18.61 （6.52） 13.52 （6.55） 16.47 （4.64） 交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝3.06, p<.05）母デジ×葛藤・口論（F（1,1078）＝4.17, p<.05）
子ども評価 価値の
再確認 H（n=185）

子ども評価 価値の
再確認 L（n=190）

子ども評価 価値の
再確認 H（n=90）

子ども評価 価値の
再確認 L（n=105）

子ども評価 価値の
再確認 H（n=82）

子ども評価 価値の
再確認 L（n=110）

子ども評価 価値の
再確認 H（n=84）

子ども評価 価値の
再確認 L（n=151）

子ども評価 価値の
再確認 H（n=20）

子ども評価 価値の
再確認 L（n=33）

子ども評価  価値
の再確認 H（n=7）

子ども評価 価値の
再確認 L（n=37）

内発的動機づけ 26.17 （6.01） 22.22 （5.47） 25.49 （5.91） 21.26 （4.97） 24.72 （6.57） 20.53 （4.87） 23.73 （6.08） 20.44 （4.96） 22.85 （4.79） 18.61 （6.53） 18.14 （5.46） 15.70 （6.42） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝19.51, p<.01）主効果：母デジ（F（1,1078）＝9.10, p<.01）
主効果：価値の再確認（F（1,1078）＝30.17, p<.01）

認知的方略の使用 48.77 （9.37） 42.97 （8.54） 48.42 （8.11） 41.80 （7.26） 44.98 （9.50） 40.29 （7.47） 45.98 （8.62） 40.40 （8.07） 42.75 （9.13） 37.76 （8.27） 35.00 （13.10） 32.65 （11.33） 主効果：価値の再確認（F（1,1078）＝20.98, p<.01）
交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）＝3.37, p<.05）

自己制御 22.12 （4.73） 20.42 （3.79） 22.49 （4.08） 20.13 （3.51） 20.90 （4.38） 19.45 （3.51） 21.40 （4.41） 19.38 （4.02） 19.45 （5.05） 19.73 （3.13） 19.43 （7.76） 17.00 （5.40） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝9.60, p<.01）主効果：価値の再確認（F（1,1078）＝6.21, p<.05）

パフォーマンス 22.10 （4.82） 19.99 （4.68） 22.56 （5.25） 18.86 （4.59） 20.93 （5.21） 18.15 （4.65） 21.17 （5.29） 17.77 （5.73） 19.15 （5.86） 18.06 （5.10） 15.71 （6.13） 14.46 （6.04） 主効果：子デジ（F（2,1078）＝15.63, p<.01）主効果：母デジ（F（1,1078）＝6.35, p<.05）
主効果：価値の再確認（F（1,1078）＝8.48, p<.01）

子ども評価 葛藤・
口論H（n=164）

子ども評価 葛藤・
口論L（n=211）

子ども評価 葛藤・
口論H（n=84）

子ども評価 葛藤・
口論L（n=111）

子ども評価 葛藤・
口論H（n=63）

子ども評価 葛藤・
口論L（n=129）

子ども評価 葛藤・
口論H（n=93）

子ども評価 葛藤・
口論L（n=142）

子ども評価 葛藤・
口論H（n=22）

子ども評価 葛藤・
口論L（n=31）

子ども評価 葛藤・
口論H（n=18）

子ども評価 葛藤・
口論L（n=26）

内発的動機づけ 24.12 （5.74） 24.21 （6.32） 22.81 （5.90） 23.51 （5.75） 23.02 （5.88） 21.98 （6.08） 21.53 （5.95） 21.67 （5.38） 22.09 （5.28） 18.87 （6.60） 14.44 （5.19） 17.23 （6.81） 交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）=3.25, p<.05）
交互作用：母デジ×葛藤・口論（F（1,1078）=5.13, p<.05）

認知的方略の使用 45.39 （8.99） 46.17 （9.72） 43.89 （8.34） 45.59 （8.29） 42.33 （8.48） 42.27 （8.82） 41.62 （9.54） 42.90 （8.05） 41.27 （7.15） 38.48 （9.85） 30.17 （12.31） 35.00 （10.69） 交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）=4.48, p<.05）

自己制御 20.29 （4.49） 22.01 （4.11） 20.01 （4.26） 22.14 （3.45） 19.40 （4.12） 20.40 （3.85） 18.96 （4.77） 20.86 （3.74） 17.86 （4.22） 20.87 （3.20） 14.22 （5.84） 19.58 （4.74） 主効果：母デジ（F（1,1078）=4.36, p<.05）
交互作用：子デジ×葛藤・口論（F（2,1078）=3.77, p<.05）

パフォーマンス 20.79 （4.85） 21.23 （4.86） 19.95 （5.28） 21.03 （5.17） 18.98 （5.28） 19.51 （4.99） 18.92 （5.74） 19.02 （5.85） 18.50 （4.76） 18.45 （5.84） 12.56 （5.82） 16.12 （5.79） 交互作用：子デジ×母デジ（F（2,1078）= 4.02, p<.05）

注）子デジ：子どものデジタル学習スタイル（デジタル群・非デジタル群・学習なし群），母デジ：母親によるデジタル学習スタイルの推奨（推奨群・消極群），調整変数である母親
評価および子ども評価による価値の再確認と葛藤・口論の各変数については，対象者を平均以上をＨ群，平均未満をL 群に分類した。共分散分析の結果は，各独立変数に
おいて，交互作用が有意なものは主効果を記載していない。


