
 

調査の概要 

 

１ 調査の目的 

 インターネットの普及に伴い、オンライン学習サービスを利用する人が増えている。本調査は、

高校生のオンライン学習（「スマートフォンやパソコンなど、インターネットを利用した学習サー

ビス」で学ぶこと）をめぐる意識や実態を把握することを目的としている。また、オンライン学

習の経験者と未経験者が自分自身についての評価やふだんの勉強の仕方においてどのような違い

があるかについても検討する。 

調査は米国、中国、韓国でも同時に実施する。諸外国と比較することで、日本の特徴や課題を

分析し、インターネット時代の青少年教育の在り方を模索するための基礎データを提示する。 

 

２ 調査方法等 

調査時期、調査対象などは次のとおりである。 

  日本 米国 中国 韓国 

調査機関 
国立青少年教育振 

興機構 

一般財団法人日本児童

教育振興財団（委託） 

中国青少年研究セン 

ター 

ソウル YMCA、韓国

多文化青少年協会 

調査時期 2019 年 9 月～11 月 2019 年 9 月～11 月 2019 年 9 月～11 月 2019 年 9 月～11 月 

学校数 20 16 24 32 

調査地域 

北海道 Massachusetts 北京市 ソウル 

青森県 New Hampshire 広州市 京畿道 

宮城県 Delaware 成都市 江原道 

茨城県 Connecticut 大連市 大邱/慶尚北道 

栃木県 Michigan 合肥市 釜山 

埼玉県 Iowa 西安市 済州 

東京都 Minnesota （各地域で都市部 全羅北道 

神奈川県 Indiana と郊外から２校  

新潟県 Illinois ずつ抽出）  

長野県 Oklahoma      

大阪府 Missouri    

兵庫県 Mississippi    

岡山県 Nevada    

福岡県 Hawaii    

広島県 Oregon    

宮崎県     

鹿児島県    

調査方法 集団質問紙法 集団質問紙法 

WEB 調査 

（学校でパソコンやスマ

ートフォンなどで回答） 

集団質問紙法 

有効回答者

数（票） 
2204 1521 3903 1618 
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３ 調査内容 

 電子メディアを利用した学習、インターネット学習についての学校の取組み、子どものインタ

ーネット利用に対する保護者の態度、オンライン学習の経験の有無、オンライン学習をしない理

由、オンライン学習をする主な理由、オンライン学習をする時間と場所及び情報源、オンライン

学習をしやすくなると思う条件、オンライン学習をしている時の状況、オンライン学習について

の評価や考え方及び心配事、自分自身についての評価、ふだんの勉強の仕方など。 

 

４ 調査対象者の基本属性                                                (%) 
  日本 米国 中国 韓国 

性別 

男 43.0 47.0 46.0 46.3 

女 55.1 51.3 54.0 53.4 

どちらとも言えない  1.2  1.3 - - 

無回答  0.7  0.4  0.0  0.3 

学年 

高１ 34.2 34.3 35.9 45.4 

高２ 32.4 35.2 38.6 49.9 

高３ 32.6 30.4 25.5  4.6 

無回答  0.8  0.1  0.0  0.1 

        実数（人） 2204 1521 3903 1618 

 

５ 調査結果からみる日本の高校生の特徴 

１） 情報の収集や検索のためにインターネットを利用する日本の高校生は８割を超える 

日本の高校生は、スマートフォンやパソコン、タブレットで行った学習について、「学習の情報

や資料を調べたり、収集したり、ダウンロードしたりする」と回答した割合が８割強となり、「ニ

ュース関連の情報をみる」「進学したい大学の情報を調べる」の割合も７割を超えている。一方、

「インターネット上の質問サイトに勉強についてわからないことを質問する」「資格や検定などの

Web テストを受ける」「大学入試の過去問題を解く」は１割強にとどまり、「SNSなどでの学習グル

ープに参加している」「家庭教師などから対面型の指導を受ける」は 5％未満で、いずれも米・中・

韓に比べて割合が低い。⇒p.6～ 

 

２）学校の授業などでのインターネットの活用が米・中・韓より少ない 

日本の高校生は、「先生はインターネット上の勉強に関する様々な情報を紹介してくれる」「先

生はインターネットを活用した授業をする」「先生はインターネットを利用する宿題を出す」「先

生はインターネットで勉強する方法や技術を教えてくれる」「先生はウェブサイトを通して、予習

や復習を指導する」について、「よくある」「時々ある」と回答した割合が、いずれも米・中・韓に

比べて著しく低い。 

また、「学校でインターネットを利用する学習を取り入れてほしいか」に対し、「あまり取り入

れてほしいと思わない」「全く取り入れてほしいと思わない」と回答した割合が３割弱で４か国中

最も高い。⇒p.8～ 
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３）子どものインターネットの利用について保護者のかかわりが少ない 

日本の高校生は、「親（保護者）は私がインターネットでどのように勉強しているか知っている」

「インターネットでの学習について親（保護者）と話し合う」「親（保護者）は私にインターネッ

トでの学習を薦める」「親（保護者）は私が利用しているインターネットの内容をチェックする」

について、「とてもあてはまる」「まああてはまる」と回答した割合が、いずれも米・中・韓に比べ

て著しく低い。⇒p.9～ 

 

４）オンライン学習の経験者が５割にも満たない 

 日本の高校生は、オンライン学習（「スマートフォンやパソコンなど、インターネットを利用し

た学習サービス」で学ぶこと）をしたことが「ある」と回答した割合が 48.8％と、韓国 72.4％、

米国 70.8％、中国 58.3％に比べて４か国中最も低い。 

また、経験者のうち、有料のオンライン学習サービスを「よく利用している」「たまに利用して

いる」と回答した割合が３割弱となっている。⇒p.12～ 

 

５）オンライン学習をしない主な理由は「どんなサービスがあるかわからない」「インターネット

で学習する必要性を感じない」である 

日本の高校生は、オンライン学習をしない理由は、「どんなサービスがあるかわからない」と回

答した割合が 35.7％で最も高く、次いで「インターネットで学習する必要性を感じない」（35.0％）

である。なお、「どんなサービスがあるかわからない」の割合は４か国中最も高く、「勉強に集中

できない」「学習の効果が期待できない」「情報が多すぎる」「よい内容がない」「設備や機器をも

っていない」「親（保護者）が反対する」「先生が反対する」といった項目の割合がいずれも４か

国中最も低い。⇒p.13～ 

 

６）オンライン学習をする主な理由は「試験のため」「授業の補習のため」である 

日本の高校生は、オンライン学習をする主な理由として、「試験のため」（52.9％）と回答した

割合が最も高く、次いで「授業の補習のため」（44.3％）である。但し、２項目とも４か国中最も

低くなっている。「学びを深めるため」「授業の予習のため」「趣味の学習をするため」「先生に勧

められたため」「親に勧められたため」「友だちがしているため」と回答した割合も米・中・韓に

比べて低い。⇒p.15～ 

 

７）オンライン学習をする時間が短い 

 オンライン学習をする時間について、日本の高校生は、１週間に「１時間未満」と回答した割

合が 58.0％と４か国中最も高い。「３時間以上」（「３～５時間未満」～「10 時間以上」）と回答し

た割合が、米・中・韓とも 35％以上であるのに対し、日本は 12.8％と低い。 

また、オンライン学習をする場所について、「自分の部屋」（67.1％）が最も多く。次いで「家の

リビング」（39.5％）である。⇒p.17～ 

 

８）オンライン学習の情報源は主に「自分で検索したインターネット上の情報から」である 

オンライン学習の情報源について、日本の高校生は、「自分で検索したインターネット上の情報
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から」と回答した割合が 51.2％と、群を抜いて高い。その以外の項目ではいずれも２割未満とな

っており、特に「友達から」が 14.9％と、米・中・韓の 41％以上に比べてその差が顕著である。

「親（保護者）から」の割合も４か国中最も低い。⇒p.18～ 

 

９）オンライン学習をしやすくなると思う条件は不明確である 

オンライン学習をしやすくなると思う条件について、オンライン学習をしたことが「ない」と

回答した日本の高校生は、例示した９項目に対する割合がいずれも 35％未満となっている。「学

習に集中できる環境」「よい PC やスマホなどの学習機器」と回答した割合が４か国中最も低く、

「優れた講座やカリキュラム」「個々の特性に沿った学習内容の提示」「オンライン学習サイトの

使い方の指導」「豊富な講座やカリキュラムの提供」も米・中に比べて著しく低い。 

オンライン学習をしたことが「ある」と回答した日本の高校生は、「優れた講座やカリキュラム」

と回答した割合が５割強と最も高くなっているが、米・中・韓に比べると割合が低い。「学習に集

中できる環境」「より豊富な講座やカリキュラムの提供」も４か国中最も低い。⇒p.20～ 

 

10）オンライン学習の効果を高めるための工夫が不足 

日本の高校生は、オンライン学習をしている時、「授業内容が理解できる」ことが、「よくある」

と回答した割合が５割を超え、４か国中最も高い。一方、「学習の効果を高めるために、いろいろ

な工夫をする」「わからないことがあったら、オンライン上の先生やメンバーなどに質問する」「わ

からないことがあったら、周りの友達に聞いてみる」に対し、「よくある」「時々ある」と回答し

た割合が米・中・韓に比べ、著しく低い。⇒p.23～ 

 

11）オンライン学習に対する評価が低い 

日本の高校生は、オンライン学習に対する評価や考え方についての 10 項目のうち、８項目で肯

定的な回答をした割合が４か国中最も低い。とりわけ、「オンライン学習は勉強の効率が上がる」

「オンライン学習で勉強の方法を改善できた」「オンライン学習によって友達との交流が活発にな

っている」について、「全くそうだ」「まあそうだ」と回答した割合では米・中・韓と 10 ポイント

以上の差が見られた。⇒p.26～ 

 

12）オンライン学習についての心配事は主に「視力の低下」である 

オンライン学習について、日本の高校生が最も心配しているのは、「視力の低下」（43.5％）で、

次いで「インターネットへの依存」（32.8％）である。⇒p.28～ 

 

13）自分自身についての評価は低い 

日本の高校生は、「自分は、勉強が得意な方だ」「私は人並みの能力がある」といった自己肯定

感に関する項目について、「とてもそう思う」「まあそう思う」と回答した割合が、米・中・韓に比

べて著しく低い。「いつも新しいことに挑戦している」「自分で観察したり、実験したりするのが

好きだ」「わからないことを自分で考えたり、調べたりするのが好きだ」「いろいろな人と会って

交流するのが好きだ」といった項目で肯定的な回答をした割合も４か国中最も低い。⇒p.30～ 
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14）勉強についての自主性が低い 

日本の高校生は、ふだんの勉強で、「自分で学習の計画や目標を立てる」「先生や友達と勉強に

ついて話し合う」について、「いつもしている」と回答した割合が、いずれも２割強と、米・中・

韓に比べて著しく低い。「授業の内容を予習する」「授業の内容を復習する」「勉強したことを自分

なりに整理したり、まとめたりする」について、「いつもしている」と回答した割合も４か国中最

も低い。⇒p.32～ 

 

15）オンライン学習を取り入れている高校生のほうがふだん、自ら進んで勉強している 

日本の高校生は、オンライン学習の経験者のほうが、「いつも新しいことに挑戦している」「わ

からないことを自分で考えたり、調べたりするのが好きだ」について、「とてもそう思う」「まあ

そう思う」と回答した割合が高い。 

また、オンライン学習の経験者のほうが、ふだん、「勉強した内容を理解するために、教科書以

外の本を読んだりする」「先生や友達と勉強について話し合う」「授業の内容を復習する」「自分で

学習の計画や目標を立てる」「勉強したことを自分なりに整理したり、まとめたりする」「勉強し

た内容を理解するために、宿題のほかにも自分で練習問題などを解いたりする」について、「いつ

もしている」と回答した割合が顕著に高い。⇒p.33～ 
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