
多賀城市 中学生意識アンケート 

ご協力のお願い 
 

  

多賀城市では、平成 26 年度に終期を迎える「多賀城市次世代育成支援行動計画」を引き

続き策定し、次代を担う子どもたちを安心して産み育て、親と子どもが健やかに暮らすこと

ができるまちづくりに取り組んでいきます。 

この調査は、あなたのふだんの暮らしやどんなことを考えているかなどをお聞きし、計画

策定に生かしていきたいと考え、実施するものです。 

回答者が特定されたり、回答が他の人にもれたり、他の目的に利用したりすることは一切

ございません。 

ご協力くださいますようお願い申し上げます。 

 

平成 25 年●月                            

多賀城市 

 

【ご記入にあたってのお願い】 

１．この調査はご本人がご回答ください。 

2．この調査は無記名です。（調査票にお名前を書いていただく必要はありません。） 

3．調査票への回答は、選択肢に○をつけてお選びいただく場合があります。また、「その他」の場合は

（  ）内に具体的な内容をご記入ください。 

4．設問によっては、回答していただく方が限られる場合がありますので、「ことわり書き」や「矢印」に従 

ってご回答ください。特に「ことわり書き」などがない場合は、次の設問にお進みください。 

5．ご記入が済みましたら、調査票を封筒に入れて封をし、担任の先生にお渡しください。 

 

提出期限：●月●日（●）まで 

 

◎記入していてわからないことがありましたら、下記までお問い合わせください。 

多賀城市保健福祉部こども福祉課 

 

TEL：022-368-1141（内線 183、184） 

FAX：022-368-1747 
 

資料５
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問1 あなたの性別は 

1. 男 性  2. 女 性  

 

問2 あなたの学年は 

1. 中学1年生 2. 中学2年生 3. 中学3年生 

 

問3 現在、一緒に暮らしている家族の方すべてに○をつけ、あなたを含めた人数を書いてください。 

1. 父 2. 母 3. 兄・姉 4. 弟・妹 

5. 祖父母 6. その他親族等     計 [   ]人 

 

問4 あなたの住まいの中学校区はどちらですか。 

1. 多賀城中学校区 2. 第二中学校区 3. 東豊中学校区 

4. 高崎中学校区 5. 市外（       ）  

 

問5 あなたは、平日の放課後（おおよそ、夕食の時間まで）、誰と一緒にいることが多いですか。

（あてはまるもの２つまでに○） 

1. 1人でいる 

2. 友だちといる 

3. 先輩や後輩といる 

4. 保護者といる 

5. 兄弟姉妹といる 

6. その他（           ） 

 

問6 あなたは、平日の放課後（おおよそ、夕食の時間まで）、どこにいることが多いですか。   

（あてはまるもの２つまでに○） 

1. 学校 

2. 自分の家 

3. 友だちの家 

4. 塾や習い事 

5. 公共施設 

（図書館・児童館・文化センターなど） 

6. 飲食店・コンビニエンスストア 

7. ゲームセンター・カラオケボックス 

8. 公園や河原 

9. 商店街・駅周辺 

10. その他（        ） 

 

問7 あなたは、平日の放課後（おおよそ、夕食の時間まで）どんなことをしていることが多いで

すか。（あてはまるもの２つまでに○） 

1. 勉強している 

2. 部活動に参加している 

3. 趣味を楽しんでいる 

4. 遊んでいる 

5. おしゃべりしている 

6. テレビやＤＶＤを見ている 

7. ゲームやメールなどをしている 

8. 暇つぶしをしている 

9. その他（           ） 
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問8 あなたにとって、ホッとでき、安心してくつろげる場所はどこですか。          

（あてはまるものすべてに○） 

1. 学校 

2. 自分の家 

3. 友だちの家 

4. 祖父母・親せきの家 

5. 塾や習い事 

6. 公共施設 

（図書館・児童館・文化センターなど） 

7. 飲食店・コンビニエンスストア 

8. ゲームセンター・カラオケボックス 

9. 公園や河原 

10. 商店街・駅周辺 

11. 文化活動・社会活動の場所 

12. その他（        ） 

13. くつろげる場所はない 

 

問9 あなたには、悩みごとや自分が話したいことなどを何でも話せる人が身近にいますか。 

1. いる 

2. いない ⇒問10へ 

 

≪問9で「1.いる」と回答した方にうかがいます。≫ 

問9-1 それは誰ですか。（あてはまるものすべてに○） 

1. 友だち 

2. 先輩や後輩 

3. 保護者 

4. 兄弟姉妹 

5. 担任の先生 

6. 担任以外の先生 

7. スクールカウンセラー 

8. 子どもの電話相談等、専門の相談窓口※ 

9. その他（            ） 

 

 

≪すべての方にうかがいます。≫ 

※親や先生、友だちなどに言えない悩みごとや困りごとがある場合、子どもの相談窓口に電

話することで、いつでも相談にのってもらえます。市役所や警察などの専門の人が親切に話

を聞いてくれ、秘密は必ず守ってもらえます。 

 

問10 あなたは、電話相談のことを知っていますか。（１つに○） 

1. 知っている  2. 知らない  

 

 

例） 

こどもナヤミ相談（こども専用相談窓口） 0120-783-701（フリーダイヤル） 

いじめ110番 （24時間いつでも）※最寄の警察署 

子どもの人権110番 0120-007-110（フリーダイヤル） 
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問11 あなたが、学校生活の中で楽しみや充実感を感じるのはどのような時ですか。      

（あてはまるものすべてに○） 

1. 学習しているとき 

2. 運動やスポーツ大会のとき 

3. 合唱コンクールや文化祭のとき 

4. 野外活動や修学旅行のとき 

5. 生徒会や委員会活動のとき 

6. 部活動をしているとき 

7. 給食（昼食）のとき 

8. 休み時間や放課後に遊んでいるとき 

9. 友だちとおしゃべりしているとき 

10. その他 

（                ） 

11. 特に感じるときはない 

 

問12 あなたが、学校生活の中で悲しい、つらいと感じるのはどのような時ですか。      

（あてはまるものすべてに○） 

1. 勉強がわからないとき 

2. 苦手な科目の授業のとき 

3. 友だちとケンカしたとき 

4. イヤなことを言われたとき 

5. 仲間はずれにされたとき 

6. 異性にフラれたとき 

7. 先生に自分のことが理解されなかったとき 

8. その他 

（                ） 

9. 特に感じるときはない 

 

問13 あなたは、友だちと一緒に行動することを楽しいと感じていますか。（１つに○） 

1. 楽しいときが多い ⇒問14へ 

2. 楽しいときとイヤなときがある 

3. イヤなときが多い 

4. なんとも思わない ⇒問14へ 

 

 

≪問13で「2.楽しいときとイヤなときがある」、「3.イヤなときが多い」と回答した方にうかがい

ます。≫ 

問13-1 友だちと一緒にいてイヤなときはどのようなときですか。           

（あてはまるものすべてに○） 

1. たたかれたとき 

2. イヤなことを言われたとき 

3. 行ってはダメな場所に行くとき 

4. イヤなことに誘われるとき 

5. ウソをつかれる、約束を守ってくれないと

き 

6. 相手にされない、無視されるとき 

7. その他（            ） 

8. 特に理由はない、なんとなく 

 

問13-2 友だちと一緒にいてイヤなときにはどうすることが多いですか。           

（あてはまるものすべてに○） 

1. がまんする 

2. 理由をつくってその場から離れる 

3. 相手に自分の気持ちをはっきり伝

える 

4. 誰かにあたりちらす、文句をいう 

5. 誰かに相談する 

6. その他（            ） 
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≪すべての方にうかがいます。≫ 

問14 あなたは、家族と一緒にいて、楽しいと感じていますか。（１つに○） 

1. 楽しいときが多い ⇒問15へ 

2. 楽しいときとイヤなときがある 

3. イヤなときが多い 

4. なんとも思わない ⇒問15へ 

 

 

≪問14で「2.楽しいときとイヤなときがある」、「3.イヤなときが多い」と回答した方にうかがい

ます。≫ 

問14-1 家族と一緒にいてイヤなときはどのようなときですか。            

（あてはまるものすべてに○） 

1. たたかれたとき 

2. イヤなことを言われたとき 

3. 自分が悪いことをして怒られたり、注

意されたりしたとき 

4. 自分が悪くないのに注意されたり、口

出しされたりしたとき 

5. 相手にしてくれない、無視されるとき 

6. 兄弟姉妹や友だちと比べられるとき 

7. 兄弟姉妹や友だちと差別されるとき 

8. 家族がけんかしているとき 

9. 食事をつくってくれないとき 

10. いつまでも子どもあつかいするとき 

11. 期待されすぎていると感じるとき 

12. 家の手伝いをさせられるとき 

13. その他（            ） 

14. 特に理由はない、なんとなく 

 

問14-2 家族と一緒にいてイヤなときにはどうすることが多いですか。           

（あてはまるものすべてに○） 

1. がまんする 

2. 自分の部屋に言ったり、その場か

らはなれたりする 

3. 家族に自分の気持ちをはっきり伝

える 

4. 誰かにあたりちらす、文句をいう 

5. 誰かに相談する 

6. その他（            ） 

7. わからない 
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≪すべての方にうかがいます。≫ 

問15 あなたはふだん、お父さんのことをどのように思っていますか。            

（あてはまるものすべてに○） 

1. おもしろい 

2. 優しい 

3. うるさい 

4. 厳しい 

5. こわい 

6. 頼りになる 

7. 頼りにならない 

8. 何でも知っている 

9. 何もしらない 

10. もっとかまってほしい 

11. かまわないでほしい 

12. その他

（         ） 

13. 父はいない ⇒問17へ 

 

問16 お父さんにしかられたとき、あなたはどのように感じることが多いですか。            

（あてはまるもの２つまでに○） 

1. しかられることはほとんどない 

2. しかられるときは、自分が悪いときである 

3. 悪くなくてもしかられることがある 

4. しかりすぎである 

5. もっと優しくしてほしい 

6. もっと厳しくしてほしい 

7. その他

（            ） 

 

問17 あなたはふだん、お母さんのことをどのように思っていますか。            

（あてはまるものすべてに○） 

1. おもしろい 

2. 優しい 

3. うるさい 

4. 厳しい 

5. こわい 

6. 頼りになる 

7. 頼りにならない 

8. 何でも知っている 

9. 何もしらない 

10. もっとかまってほしい 

11. かまわないでほしい 

12. その他

（         ） 

13. 母はいない ⇒問19へ 

 

問18 お母さんにしかられたとき、あなたはどのように感じることが多いですか。            

（あてはまるもの２つまでに○） 

1. しかられることはほとんどない 

2. しかられるときは、自分が悪いときである 

3. 悪くなくてもしかられることがある 

4. しかりすぎである 

5. もっと優しくしてほしい 

6. もっと厳しくしてほしい 

7. その他

（            ） 

 

問19 あなたは、家庭の中でどのような存在だと感じていますか。              

（あてはまるものすべてに○） 

1. 愛されている 

2. 頼りにされている 

3. 大切にされている 

4. 愛されていない 

5. 頼りにされていない 

6. 大切にされていない 

7. その他

（         ） 

8. わからない 
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問20 あなたは、家庭の中でどのようなお手伝いをしていますか。              

（１つに○） 

1. 毎日手伝っていること（決まっている自分の役割）がある 

2. 自分の役割は決まっていないが、手伝いはよくしている 

3. たまに家族に頼まれて、手伝いをしている 

4. 手伝うつもりはあるが、させてもらえない 

5. その他（                                 ） 

6. 手伝うつもりはない 

 

問21 あなたは、家庭のルールや生活について自分の意見を聞いてほしいと思いますか。（１つに○） 

1. 思う 2. 少し思う 3. あまり思わない 4. 思わない 

 

問22 あなたが、学校外（部活動以外）で今まで参加したことがある活動、または参加している活

動の種類は何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

1. スポーツ活動（スイミング、野球、武道、地域でのスポーツ愛好会活動など） 

2. 文化活動（ピアノ、書道、演劇、合唱、バンドなど） 

3. 野外活動（ボーイスカウト、ガールスカウト、キャンプなど） 

4. ジュニアリーダー活動 

5. 宗教活動（日曜礼拝などを含む） 

6. お年寄りのお宅や老人ホーム訪問などの社会福祉活動 

7. ホームステイなどの国際交流活動 

8. リサイクルを進める運動などの環境保護活動 

9. いろいろな分野でのボランティア活動 

10. その他（                                 ） 

11. 活動したことがない 

 

問23 あなたは、ボランティア活動をしてみたいと思いますか。               

（あてはまるものすべてに○） 

1. 公園などのそうじ 

2. お年寄りの手助け 

3. 障がいのある人の手助け 

4. 赤ちゃんや小さい子どもの世話 

5. イベント（スポーツや文化など）の手伝い 

6. 子ども会活動の手伝い 

7. 国際交流の活動 

8. 環境を守るための活動 

9. その他（           ） 

10. してみたいと思わない 
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問24 あなたは、自分の将来に夢を持っていますか。（１つに○） 

1. 具体的な夢があり、その実現のために努力している 

2. なんとなく夢はある 

3. 将来に夢をもっていない 

4. 考えたことがない 

 

問25 あなたは、自分の将来に不安を感じているものがありますか。（１つに○） 

1. おおいにある 

2. なんとなくある 

3. あまりない 

4. まったくない 

5. わからない 

 

問26 あなたは、将来、結婚したいと思いますか。（１つに○） 

1. 絶対結婚したい 

2. なんとなく結婚したいと思う 

3. あまり結婚したいと思わない 

4. 結婚したくない 

5. わからない 

 

問27 あなたは、将来、自分の子どもがほしいと思いますか。（１つに○） 

1. 絶対ほしい 

2. なんとなくほしいと思う 

3. あまりほしいと思わない 

4. ほしくない 

5. わからない 

 

問28 あなたが、大切だと思うものは何ですか。（あてはまるものすべてに○） 

1. いろいろなことに意欲的に取り組むこと 

2. 健康や安全に気を配ること 

3. お金を大事に使うこと 

4. 基礎的な知識や教養を身に付けること 

5. 家族や友だちとの関係を大事にすること 

6. 社会のルールやマナーを守ること 

7. 命を大切にすること 

8. 他の人の役に立つこと 

9. 自分で考えて行動し、その結果に責任

をもつこと 

10. その他（           ） 

11. 特にない 

 

問29 あなたは、いじめなど、自分がされてイヤなことを他の人にすることをどう思いますか。      

（１つに○） 

1. 自分やされてイヤなことは、するべきではない 

2. 自分がされてイヤなことは、他の人にはしないほうがいい 

3. 自分がイヤなことをされたのだから、他の人にしてもかまわない 

4. 自分がやりたいことなら、してもかまわない 

5. その他（                                 ） 
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問30 あなたは、地域に子どもの意見を聞く場があれば、参加して自分の意見を述べたいと思いま

すか。（１つに○） 

1. 思う    ⇒問30-1へ 

2. 少し思う  ⇒問30-1へ 

3. あまり思わない  ⇒問30-2へ 

4. 思わない     ⇒問30-2へ 

 

≪問30で「1.思う」、「2.少し思う」と回答した方にうかがいます。≫ 

問30-1 それはなぜですか。（あてはまるものすべてに○） 

1. 参加して地域生活をより良くしたいから 

2. おもしろそうだから 

3. 自分の意見を言ってみたいから 

4. 大人ばかりにまかせておけないから 

5. 今の地域に不満があるから 

6. 目立ちたいから 

7. その他（                                ） 

 

≪問30で「3.あまり思わない」、「4.思わない」と回答した方にうかがいます。≫ 

問30-2 それはなぜですか。（あてはまるものすべてに○） 

1. 地域に特に興味がないから 

2. 参加しても何も変わらないから 

3. めんどうくさいから 

4. 大人がしっかりやればいいから 

5. 忙しいから 

6. 受験に集中したいから 

7. はずかしいから 

8. その他（                                ） 

 

 

≪すべての方にうかがいます。≫ 

問31 あなたが、携帯電話やスマートフォンを使い始めたのは何年生の頃ですか。（１つに○） 

1. 使っていない ⇒問32へ 

2. 小学校入学前 

3. 小学校低学年 

4. 小学校高学年 

5. 中学1年生 

6. 中学2年生 

7. 中学3年生 
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≪問31で「1.使っていない」と回答した以外の方にうかがいます。≫ 

問31-1 おもにどのような機能を利用していますか。（あてはまるものすべてに○） 

1. 電話 

2. メール 

3. ＳＮＳへの書き込み 

4. カメラ 

5. ブログの作成 

6. ホームページの閲覧 

7. ゲーム 

8. その他（           ） 

 

問31-2 1日にどのくらい使っていますか。（１つに○） 

【平日】                 【休日】 

1. 8時間以上 

2. 5～8時間程度 

3. 3～4時間程度 

4. 1～2時間程度 

5. 1時間未満 

1. 8時間以上 

2. 5～8時間程度 

3. 3～4時間程度 

4. 1～2時間程度 

5. 1時間未満 

 

問31-3 利用していて、困ったことやイヤな目にあったことはありますか。（１つに○） 

1. よくある 

2. たまにある 

3. ほとんどない 

4. まったくない ⇒問32へ 

 

≪問31-3で「4.まったくない」と回答した以外の方にうかがいます。≫ 

問31-4 それはどのようなことですか。（あてはまるものすべてに○） 

1. 身に覚えのないお金の請求があった 

2. 知らない人から会おうといわれた 

3. 自分のことや変なうわさが広まった 

4. 自分の悪口を書かれた 

5. 他の人の悪口が書かれているのを見た 

6. その他（                             ） 

 

問31-5 その時、あなたはどうしましたか（あてはまるものすべてに○） 

1. 家族に相談した 

2. 友人に相談した 

3. 学校の先生に相談した 

4. 電話相談に相談した 

5. その他（                             ） 

6. 特に何もしていない 
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≪すべての方にうかがいます。≫ 

問32 あなたが、自由な時間を過ごすためにあったらいいと思う場所は、どんな場所ですか。   

（あてはまるもの３つまでに○） 

1. 体を思い切り動かすことができる場所 

2. ひとりで落ち着いて過ごせる場所 

3. いろいろな趣味の人や情報と出会える場所 

4. 音楽やダンスなど、家ではできない趣味ができるような場所 

5. 自分たちが企画したイベントなどができる場所 

6. 演劇や歌やダンス、絵画や写真などを発表できるホール・ギャラリースペース 

7. 大人や先輩がいろいろなことを教えてくれるような場所 

8. 同年代や中高生が集まって、自由におしゃべりできる場所 

9. その他（                                 ） 

10. 特にない 

 

問33 あなたが、問32のような場所を平日の放課後や休日に利用する場合、どの活動に興味があり

ますか。（あてはまるもの３つまでに○） 

1. 会話（友だちや友だち以外の中高生や大学生と） 

2. 勉強 

3. 相談（人間関係・進路など） 

4. 読書 

5. ＣＤ（音楽）を聞く 

6. ＤＶＤやビデオを見る 

7. テレビゲームをする 

8. インターネットの利用 

9. 楽器演奏（ギター・ドラム・キーボード・バイオリンなど） 

10. スポーツ（運動・ダンスなど） 

11. クッキング 

12. テーブルゲーム（トランプ・オセロ・ＵＮＯなど） 

13. その他（                                 ） 

14. 特にない 
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問34 あなたが、学校や部活動以外で、今してみたいことを自由に記入してください。 

 

 

問35 あなたが、市に対して望むことや提案を自由に記入してください。 

 

質問はこれで終わりです。調査にご協力いただきまして、ありがとうございました。 

 

この調査票は封筒に入れ、封をして ○月○日までに担任の先生に渡してください。 

 

 

 


