
平成29年度全国学力・学習状況調査

保護者アンケート調査
〔中学校〕

本体調査の解答（回
答）用紙表紙にある
QRコードシール
（一番左のもの）を
貼付してください

　本調査は、文部科学省が実施する「平成29年度
全国学力・学習状況調査」の一環として、小学校
６年生または中学校３年生のお子さんがいらっ
しゃる保護者の方に、日頃のお子さんとの関わり
や教育についてのお考えを伺うものです。アン
ケートの結果は、全国学力・学習状況調査のデー
タとあわせて分析し、国の教育施策に役立てるこ
とを目的としています。
　調査の趣旨をご理解いただき、アンケートへの
ご協力をお願いします。



◆お名前は無記入でお願いします。アンケートの
集計は統計的に処理し、個人や学校を特定するこ
とはございません。
◆アンケートへの回答にあたってご不明な点が
ございましたら、このアンケート用紙が入ってい
た封筒、同封されている依頼状や提出用封筒に記
載されているコールセンターまでお問合せくだ
さい。
◆アンケートにご回答いただきましたら、同封の
提出用封筒に入れて、封をした上で、締切り まで
に学校にご提出ください。
�＊締切りは、このアンケート用紙が入っていた封
筒、同封されている依頼状や提出用封筒に記載さ
れています。

＊



調査に協力できない

　お忙しいところ大変恐縮ですが、調査の趣旨をご理
解いただき、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

　なお、調査にご協力いただけないという場合に
は、下の点線枠内の□にチェックしていただき、そ
のままこのアンケート用紙を提出用封筒に入れ、封
をした上で、学校にご提出ください。



アンケートご記入にあたってのお願い

●�このアンケートで「お子さん」とは、このア
ンケート用紙が入っていた封筒にお名前が書
かれている中学校３年生のお子さんのことを
さします。以下では、このアンケート用紙の
対象となっている封筒にお名前が書かれてい
るお子さんについてのみお答えください。
●�ごきょうだいなどで、このアンケート用紙が
複数届いた場合も、お手数ですが、それぞれ
のお子さんについて、それぞれのアンケート
用紙に回答してください。
●�答えにくい質問があるかもしれませんが、あ
まり考え込まず、お答えになれる範囲で回答
してください。
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このアンケート用紙の調査対象となっているお子
さんについておたずねします。
番号が示されている場合には、あてはまる番号に
○をつけてください。
また、必要なところはご記入をお願いします。

（１）お子さんとあなたの続柄を教えてください。

　１．父親　　　　　　　　　２．母親

　３．祖父　　　　　　　　　４．祖母

　５．その他（具体的に：　　　　　　　　　　）

1
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（２）�お子さんからみた場合の兄弟姉妹の人数を□
内に記入してください。（いらっしゃらない場
合は「０」をご記入ください。）

（３）�現在、お子さんと一緒に住んでいる方すべてに
○をつけてください。（お子さんからみた続柄
で回答してください。単身赴任等で長期不在の
方であっても、○をつけてください。）

　お子さんのきょうだい数

兄 姉 弟 妹人 人 人 人

　１．父親　　　２．母親　　　３．祖父
　４．祖母　　　５．兄　　　　６．姉
　７．弟　　　　８．妹　　　　９．その他の親族
　10．親族以外の同居者
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（４）�現在、父親（または父親にかわる方）または母親
（または母親にかわる方）は単身赴任中ですか。
あてはまる番号１つに○をつけてください。
（お子さんからみた続柄で回答してください。
父親、母親それぞれについて回答してくださ
い。いらっしゃらない場合は回答不要です。）

【父親】　　１．はい　　　２．いいえ

【母親】　　１．はい　　　２．いいえ
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最初に、お子さんの様子やお子さんへの接し方につ
いておたずねします。

お子さんの普段の様子について、次のことはどれ
くらいあてはまりますか。①～④のそれぞれにつ
いて、あてはまる番号１つに○をつけてください。

2

１．あてはまる
２．どちらかといえば、あてはまる
３．どちらかといえば、あてはまらない
４．あてはまらない
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①��よく本を読んでいる（本は、電子書籍は含みますが、
漫画や雑誌、教科書、参考書は除きます。）

�　　１　───　２　───　３　───　４

②��親が言わなくても、自分から勉強している
�　　１　───　２　───　３　───　４

③��学校に行くことを楽しみにしている
�　　１　───　２　───　３　───　４

④��学校の先生を信頼している
�　　１　───　２　───　３　───　４
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①��お子さんが決まった時刻に起きるよう（起こすよ
う）にしている

�　　１　───　２　───　３　───　４

②��お子さんを決まった時刻に寝かせるようにしている
�　　１　───　２　───　３　───　４

③��毎日お子さんに朝食を食べさせている
�　　１　───　２　───　３　───　４

あなたのご家庭では、お子さんに対して、次のこと
をしていますか。①～⑱のそれぞれについて、あて
はまる番号１つに○をつけてください。
なお、⑤、⑥については、５つの選択肢があります。

3

１．あてはまる
２．どちらかといえば、あてはまる
３．どちらかといえば、あてはまらない
４．あてはまらない
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④��テレビ・ビデオ・DVDを見たり、聞いたりする時
間などのルールを決めている

�　　１　───　２　───　３　───　４

⑤��テレビゲーム（コンピュータゲーム、携帯式のゲー
ム、携帯電話やスマートフォンを使ったゲームも含
む）をする時間を限定している

�　　１　───　２　───　３　───　４
�　　───　５　テレビゲームを持たせていない

⑥��携帯電話やスマートフォンの使い方についてルー
ルや約束をつくっている

�　　１　───　２　───　３　───　４
�　　───　５　�携帯電話やスマートフォンを持た

せていない

⑦��お子さんのよいところをほめるなどして自信を持
たせるようにしている

�　　１　───　２　───　３　───　４
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⑧��お子さんが悪いことをしたらきちんと叱っている
�　　１　───　２　───　３　───　４

⑨��お子さんに本（電子書籍は含むが、漫画や雑誌、教科
書、参考書は除く）や新聞（電子新聞を含む）を読む
ようにすすめている

�　　１　───　２　───　３　───　４

⑩��お子さんと読んだ本（電子書籍は含むが、漫画や雑
誌、教科書、参考書は除く）の感想を話し合ったりし
ている

�　　１　───　２　───　３　───　４

⑪��お子さんが小さいころ、絵本の読み聞かせをした
�　　１　───　２　───　３　───　４

⑫��お子さんと何のために勉強するかについて話して
いる

�　　１　───　２　───　３　───　４
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⑬��計画的に勉強するようお子さんに促している
�　　１　───　２　───　３　───　４

⑭��お子さんが外国語や外国の文化に触れるよう意識
している

�　　１　───　２　───　３　───　４

⑮��お子さんに努力することの大切さを伝えている
�　　１　───　２　───　３　───　４

⑯��お子さんに最後までやり抜くことの大切さを伝え
ている

�　　１　───　２　───　３　───　４

⑰��いじめは、どんな理由があってもいけないことだと
家庭で話し合っている

�　　１　───　２　───　３　───　４
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⑱��地域社会などでのボランティア活動等に参加する
ようお子さんに促している

�　　１　───　２　───　３　───　４

11



あなたのご家庭では、お子さんと一緒に次の施設
にどれくらい行きますか。①～③のそれぞれにつ
いて、あてはまる番号１つに○をつけてください。

4

①�美術館や劇場

　　　１．月に１回以上
　　　２．２～３か月に１回程度
　　　３．半年に１回程度
　　　４．１年に１回程度
　　　５．２～３年に１回程度
　　　６．ほとんど行かない
　　　７．行ったことがない
　　　８．�近隣に美術館や劇場がないため
　　　　　行くことができない
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②�博物館や科学館

　　　１．月に１回以上
　　　２．２～３か月に１回程度
　　　３．半年に１回程度
　　　４．１年に１回程度
　　　５．２～３年に１回程度
　　　６．ほとんど行かない
　　　７．行ったことがない
　　　８．�近隣に博物館や科学館がないため
　　　　　行くことができない
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③�図書館

　　　１．月に１回以上
　　　２．２～３か月に１回程度
　　　３．半年に１回程度
　　　４．１年に１回程度
　　　５．２～３年に１回程度
　　　６．ほとんど行かない
　　　７．行ったことがない
　　　８．�近隣に図書館がないため
　　　　　行くことができない
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①���お子さんから、学校での出来事や友達のことについ
て話をする

�　　１　───　２　───　３　───　４

②��あなたから、お子さんの学校での出来事や友達のこ
とについて話をする

�　　１　───　２　───　３　───　４

③��お子さんから、勉強や成績のことについて話をする
�　　１　───　２　───　３　───　４

あなたは日頃の生活の中で、お子さんと次のよう
な話をしますか。①～⑨のそれぞれについて、あて
はまる番号１つに○をつけてください。

5

１．あてはまる
２．どちらかといえば、あてはまる
３．どちらかといえば、あてはまらない
４．あてはまらない
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④��あなたから、勉強や成績のことについて話をする
�　　１　───　２　───　３　───　４

⑤��お子さんから、将来や進路についての話をする
�　　１　───　２　───　３　───　４

⑥��あなたから、将来や進路についての話をする
�　　１　───　２　───　３　───　４

⑦��お子さんから、地域や社会の出来事やニュースにつ
いて話をする

�　　１　───　２　───　３　───　４

⑧��あなたから、地域や社会の出来事やニュースについ
て話をする

�　　１　───　２　───　３　───　４

⑨��お子さんの心配事や悩み事の相談によく乗っている
�　　１　───　２　───　３　───　４
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お子さんの土曜日や放課後の過ごし方についてお
たずねします。（１）～（４）のそれぞれについて、
あてはまる番号に○をつけてください。

（１）�あなたのお子さんは、土曜日に何をして過ごす
ことが多いですか。午前、午後それぞれについ
て、あてはまる番号すべてに○をつけてくださ
い。（午前、午後それぞれについて回答してくだ
さい。あてはまるものがない場合は、何も回答
する必要はありません。）

6
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午前

１．学校で授業を受けている
２．学校の部活動に参加している
３．家で勉強や読書をしている
４．�学習塾など学校や家以外の場所で勉

強している
５．�習い事（スポーツに関する習い事を

除く）をしている
６．�スポーツ（スポーツに関する習い事

を含む）をしている
７．�地域の活動に参加している（学校で

行われる地域住民や企業等による学
習・体験プログラムを含む）

８．�家でテレビやビデオ・DVDを見た
り、ゲームをしたり、インターネッ
トをしたりしている

９．家族と過ごしている
10．友達と遊んでいる
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午後

１．�学校で授業を受けている
２．�学校の部活動に参加している
３．�家で勉強や読書をしている
４．�学習塾など学校や家以外の場所で勉

強している
５．�習い事（スポーツに関する習い事を

除く）をしている
６．�スポーツ（スポーツに関する習い事

を含む）をしている
７．�地域の活動に参加している（学校で

行われる地域住民や企業等による学
習・体験プログラムを含む）

８．�家でテレビやビデオ・DVDを見た
り、ゲームをしたり、インターネッ
トをしたりしている

９．�家族と過ごしている
10．�友達と遊んでいる
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（２）�お子さんに、土曜日にどのような過ごし方をし
てほしいと思いますか。午前、午後それぞれに
ついて、あてはまる番号すべてに○をつけてく
ださい。（午前、午後それぞれについて回答して
ください。あてはまるものがない場合は、何も
回答する必要はありません。）
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午前

１．学校で授業を受ける
２．学校の部活動に参加する
３．家で勉強や読書をする
４．�学習塾など学校や家以外の場所で勉

強する
５．�習い事（スポーツに関する習い事を

除く）をする
６．�スポーツ（スポーツに関する習い事

を含む）をする
７．�地域の活動に参加する（学校で行わ

れる地域住民や企業等による学習・
体験プログラムを含む）

８．�家でテレビやビデオ・DVDを見た
り、ゲームをしたり、インターネッ
トをしたりする

９．家族と過ごす
10．友達と遊ぶ
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午後

１．学校で授業を受ける
２．学校の部活動に参加する
３．家で勉強や読書をする
４．�学習塾など学校や家以外の場所で勉

強する
５．�習い事（スポーツに関する習い事を

除く）をする
６．�スポーツ（スポーツに関する習い事

を含む）をする
７．�地域の活動に参加する（学校で行わ

れる地域住民や企業等による学習・
体験プログラムを含む）

８．�家でテレビやビデオ・DVDを見た
り、ゲームをしたり、インターネッ
トをしたりする

９．家族と過ごす
10．友達と遊ぶ
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（３）�あなたのお子さんは、放課後に何をして過ごす
ことが多いですか。あてはまる番号すべてに○
をつけてください。(あてはまるものがない場
合は、何も回答する必要はありません。)

　１．学校の部活動に参加している
　２．家で勉強や読書をしている
　３．�地域の活動に参加している（学校支援地域

本部や地域住民等による学習・体験プログ
ラムを含む）

　４．�学習塾など学校や家以外の場所で勉強して
いる

　５．�習い事（スポーツに関する習い事を除く）
をしている

　６．�スポーツ（スポーツに関する習い事を含む）
をしている

　７．�家でテレビやビデオ・ＤＶＤを見たり、
ゲームをしたり、インターネットをしたり
している

　８．家族と過ごしている
　９．友達と遊んでいる
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（4）�お子さんに、放課後にどのような過ごし方をし
てほしいと思いますか。あてはまる番号すべて
に○をつけてください。(あてはまるものがな
い場合は、何も回答する必要はありません。)

　１．学校の部活動に参加する
　２．家で勉強や読書をする
　３．�地域の活動に参加する（学校支援地域本部

や地域住民等による学習・体験プログラム
を含む）

　４．学習塾など学校や家以外の場所で勉強する
　５．�習い事（スポーツに関する習い事を除く）

をする
　６．�スポーツ（スポーツに関する習い事を含む）

をする
　７．�家でテレビやビデオ・DVDを見たり、ゲー

ムをしたり、インターネットをしたりする
　８．家族と過ごす
　９．友達と遊ぶ
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次に、お子さんの教育に対する考え方についておた
ずねします。

お子さんの将来のことについておたずねします。7

（1）�あなたは、お子さんにどの段階の学校まで進ん
でほしいと思っていますか。

��　�現在のお考えにもっとも近いものを１つ選ん
で、番号に○をつけてください。

��　１．中学校まで
��　２．高等学校・高等専修学校まで
��　３．専門学校まで
��　４．短期大学・高等専門学校まで
��　５．大学まで
��　６．大学院まで
��　７．その他（具体的に：　　　　　　　　　）
��　８．分からない
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（2）�あなたが（１）のようにお考えになる理由は何
ですか。理由としてもっとも大きいものを１つ
選んで、番号に○をつけてください。

��　１．お子さんがそう希望しているから
��　２．一般的な進路だと思うから
��　３．お子さんの学力から考えて
��　４．保護者としての希望
��　５．家庭に経済的な余裕がないから
��　６．その他（具体的に：　　　　　　　　　）
��　７．特に理由はない
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（3）�あなたは、将来、お子さんに留学（海外学校への
進学を含む。）をしてほしいと思っていますか。
現在のお考えにもっとも近いものを１つ選ん
で、番号に○をつけてください。

��　１．そう思う
��　２．どちらかといえば、そう思う
��　３．どちらかといえば、そう思わない
��　４．そう思わない
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①��学校生活が楽しければ、良い成績をとることにはこ
だわらない

�　　１　───　２　───　３　───　４
�
②��お子さんにはできるだけ高い学歴を身につけさせ
たい

�　　１　───　２　───　３　───　４

あなたは、次のことについて、どのように考えてい
ますか。①・②のそれぞれについて、あてはまる番
号１つに○をつけてください。

8

１．あてはまる
２．どちらかといえば、あてはまる
３．どちらかといえば、あてはまらない
４．あてはまらない
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①　�自分の考えをしっかり伝えられるようになること
�　　１　───　２　───　３　───　４

②　�地域や社会に貢献するなど人の役に立つ人間にな
ること

�　　１　───　２　───　３　───　４

あなたのご家庭では、お子さんの教育について、次
のことをどれくらい重視していますか。①・②の
それぞれについて、あてはまる番号１つに○をつ
けてください。

9

１．重視している
２．どちらかといえば、重視している
３．どちらかといえば、重視していない
４．重視していない
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お子さんの教育費についておたずねします。あて
はまる番号１つに○をつけてください。

10

このアンケート用紙の調査対象となっているお子
さん１人について、学校以外の教育（学習塾や習い
事）にかける１か月あたりの平均の支出はどれくら
いですか。

　１．支出はまったくない
　２．５千円未満
　３．５千円以上～１万円未満
　４．１万円以上～２万円未満
　５．２万円以上～３万円未満
　６．３万円以上～５万円未満
　７．５万円以上
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11

①��学習塾（家庭教師や、学習習慣などを身に付けるた
めの習い事を含む）

�　　１　─　２　─　３　─　４　─　5　─　６

②��芸術文化活動に関する習い事（ピアノ・舞踊・絵画
など）

�　　１　─　２　─　３　─　４　─　5　─　６

お子さんの習い事についておたずねします。次の
習い事について、いつ頃習っていましたか。①～④
のそれぞれについて、あてはまる番号すべてに○
をつけてください。

１．就学前
２．小学校低学年
３．小学校中学年
４．小学校高学年
５．中学校
６．習っていない
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③��スポーツ活動に関する習い事（水泳・野球・サッ
カーなど）

�　　１　─　２　─　３　─　４　─　5　─　６

④��英語に関する習い事（英会話教室など）
�　　１　─　２　─　３　─　４　─　5　─　６
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次に、お子さんが通われている学校のことについて
おたずねします。

あなたは、お子さんが通われている学校の教育に
ついて、どのように考えていますか。

（1）�あなたは、学校の教育目標やその達成に向けた
方策を知っていますか。

（２）�（１）で１と回答した方のみにおたずねします。
（２と回答した方は次の質問に進んでください。）

　　�学校の教育目標やその達成に向けた方策につ
いて、共感できていますか。

��　１．知っている　　　　２．知らない

　　１．共感できている
　　２．どちらかといえば、共感できている
　　３．どちらかといえば、共感できない
　　４．共感できない

12
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（3）�あなたが、お子さんの通っている学校に期待す
る教育や指導は何ですか。あてはまる番号すべ
てに○をつけてください。

　　�１．教科の学力をのばす
　　�２．学習意欲を高める
　　�３．�他人とのコミュニケーション能力を高め

る
　　�４．�外国語を用いてコミュニケーションを

とれる力を身に付ける
　　�５．規範意識や他人を思いやる心を育む
　　�６．地域や社会に貢献する態度を育む
　　�７．将来の進路や職業を考えさせる
　　�８．体力やスポーツの能力を向上させる
　　�９．健康や食について教える
　　10．コンピュータを活用する能力を育てる
　　11．上記の項目以外
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（４）�（３）で○をつけたことについておたずねしま
す。学校は、全体として期待に応えてくれてい
ると思いますか。あてはまる番号１つに○をつ
けてください。

　　１．そう思う
　　２．どちらかといえば、そう思う
　　３．どちらかといえば、そう思わない
　　４．そう思わない
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①��学校や学級の教育活動に関する情報提供（学校の
ホームページ、学校だよりや学級だよりなど）は役
に立っている

�　　１　───　２　───　３　───　４

②��学校は、学力調査の結果などを使って、学校の学力
の状況について説明してくれる

�　　１　───　２　───　３　───　４

③��学校は、家での学習の仕方を教えてくれる
�　　１　───　２　───　３　───　４

お子さんが通われている学校の取組などについて
おたずねします。①～⑤のそれぞれについて、あて
はまる番号１つに○をつけてください。

１．あてはまる
２．どちらかといえば、あてはまる
３．どちらかといえば、あてはまらない
４．あてはまらない

13
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④��学校は、保護者や地域の要望に適切に対応してくれ
る

�　　１　───　２　───　３　───　４

⑤��お子さんの教育について、学校の先生に相談した
り、要望を伝えたりしやすい

�　　１　───　２　───　３　───　４
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①��授業参観や運動会などの学校行事への参加
�　　１　───　２　───　３　───　４

②��PTA活動や保護者会などへの参加
�　　１　───　２　───　３　───　４

③��学校支援、放課後学習支援、土曜学習支援など、地域
と学校の連携・協働に関わる活動へのボランティ
アとしての参加

�　　１　───　２　───　３　───　４

あなたは、次のようなことをどの程度しています
か。①～④のそれぞれについて、あてはまる番号１
つに○をつけてください。

１．よくする
２．時々する
３．あまりしない
４．まったくしない

14
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④��自治会・子供会・お子さんと一緒に行う体験活動
（生活・文化体験、自然体験、社会体験）などの地域
活動への参加

�　　１　───　２　───　３　───　４
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次に、地域との関わりについておたずねします。

次のことは、あなたにどれくらいあてはまります
か。（１）・（２）のそれぞれについて、あてはまる番
号１つに○をつけてください。

（１）�地域の行事にお子さんと一緒に参加していま
すか。

　　１．よく参加している
　　２．時々参加している
　　３．あまり参加していない
　　４．まったく参加していない

15
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（２）�地域には、ボランティアで学校を支援するな
ど、地域の子供たちの教育に関わってくれる人
が多いと思いますか。

　　１．そう思う
　　２．どちらかといえば、そう思う
　　３．どちらかといえば、そう思わない
　　４．そう思わない
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次に、あなたご自身の行動についておたずねします。

次のことは、あなたにどれくらいあてはまりますか。

地域や社会で起こっている問題や課題、出来事に関
心がありますか。あてはまる番号１つに○をつけて
ください。

　　１．関心がある
　　２．どちらかといえば、関心がある
　　３．どちらかといえば、関心がない
　　４．関心がない

16
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17

①��本を読む（本は、電子書籍は含むが、漫画や雑誌は除
きます。）

�　　１　───　２　───　３　───　４

②��テレビやインターネットで政治経済や社会問題に
関するニュースを見る

�　　１　───　２　───　３　───　４

③��新聞の政治経済や社会問題に関する記事を読む（新
聞は、電子新聞を含みます。）

�　　１　───　２　───　３　───　４

あなたは、次のことをどの程度しますか。①～③の
それぞれについて、あてはまる番号１つに○をつ
けてください。

１．よくする
２．時々する
３．あまりしない
４．まったくしない
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次に、ご家族のことについておたずねします。

ご家族のことについておたずねします。（１）～（13）
のそれぞれについて、あてはまる番号１つに○をつ
けてください。

（１）�あなたの家には、およそ何冊の本があります
か。（本は、電子書籍は含むが、漫画や雑誌、教科
書、参考書、子供向けの本は除きます。）

　　１．0～10冊
　　２．11～25冊
　　３．26～100冊
　　４．101～200冊
　　５．201～500冊
　　６．501冊以上

18
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（２）�あなたの家には、およそ何冊の子供向けの本が
ありますか。（本は、電子書籍は含むが、漫画や
雑誌、教科書、参考書は除きます。）

　　１．0～10冊
　　２．11～25冊
　　３．26～50冊
　　４．51～100冊
　　５．101冊以上
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（３）�お子さんの父親（または父親にかわる方）の年
齢を教えてください。（いらっしゃらない場合
は回答不要です。）

　　１．24歳以下
　　２．25～29歳
　　３．30～34歳
　　４．35～39歳
　　５．40～44歳
　　６．45～49歳
　　７．50～59歳
　　８．60歳以上
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（４）�お子さんの母親（または母親にかわる方）の年
齢を教えてください。（いらっしゃらない場合
は回答不要です。）

　　１．24歳以下
　　２．25～29歳
　　３．30～34歳
　　４．35～39歳
　　５．40～44歳
　　６．45～49歳
　　７．50～59歳
　　８．60歳以上
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（５）�お子さんの父親（または父親にかわる方）の現
在の仕事について、教えてください。（いらっ
しゃらない場合は回答不要です。）

　　１．常勤職員
　　２．非常勤職員
　　３．自営業・家業手伝い
　　４．パート・アルバイト
　　５．無職
　　６．その他（具体的に：　　　　　　　　　）

48



（６）�お子さんの父親（または父親にかわる方）の現
在の主な仕事は何ですか。（いらっしゃらない
場合は回答不要です。該当する選択肢が不明な
場合は「その他」を選択し、具体的に記入してく
ださい。）

　　１．管理的な仕事
　　２．専門的・技術的な仕事
　　３．事務的な仕事
　　４．販売の仕事
　　５．サービスの仕事
　　６．保安の仕事
　　７．農林漁業
　　８．生産工程の仕事
　　９．輸送・機械運転の仕事
　　10．建設・採掘の仕事
　　11．運搬・清掃・包装等の仕事
　　12．その他（具体的に：　　　　　　　　）
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（７）�お子さんの父親（または父親にかわる方）の普
段の帰宅時間で、最も多い時間帯として、あて
はまる番号１つに○をつけてください。（い
らっしゃらない場合は回答不要です。）

　　１．就業していない
　　２．16時より前
　　３．16時以降、18時より前
　　４．18時以降、20時より前
　　５．20時以降、22時より前
　　６．22時以降（早朝帰宅を含む）
　　７．�交代制勤務などで帰宅時間が決まってい

ない
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（８）�お子さんの母親（または母親にかわる方）の現
在の仕事について、教えてください。（いらっ
しゃらない場合は回答不要です。）

　　１．常勤職員
　　２．非常勤職員
　　３．自営業・家業手伝い
　　４．パート・アルバイト
　　５．無職
　　６．その他（具体的に：　　　　　　　　　）
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（９）�お子さんの母親（または母親にかわる方）の現
在の主な仕事は何ですか。（いらっしゃらない
場合は回答不要です。該当する選択肢が不明な
場合は「その他」を選択し、具体的に記入してく
ださい。）

　　１．管理的な仕事
　　２．専門的・技術的な仕事
　　３．事務的な仕事
　　４．販売の仕事
　　５．サービスの仕事
　　６．保安の仕事
　　７．農林漁業
　　８．生産工程の仕事
　　９．輸送・機械運転の仕事
　　10．建設・採掘の仕事
　　11．運搬・清掃・包装等の仕事
　　12．その他（具体的に：　　　　　　　　）
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（10）�お子さんの母親（または母親にかわる方）の
普段の帰宅時間で、最も多い時間帯として、
あてはまる番号１つに○をつけてください。
（いらっしゃらない場合は回答不要です。）

�　　１．就業していない
�　　２．16時より前
�　　３．16時以降、18時より前
�　　４．18時以降、20時より前
�　　５．20時以降、22時より前
�　　６．22時以降（早朝帰宅を含む）
�　　７．�交代制勤務などで帰宅時間が決まってい

ない
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（11）�あなたのご家族全体の世帯収入（税込み年
収）は次のどれにあてはまりますか。

　　��１．��200万円未満
　　��２．��200万円以上�～����300万円未満
　　��３．��300万円以上�～����400万円未満
　　��４．��400万円以上�～����500万円未満
　　��５．��500万円以上�～����600万円未満
　　��６．��600万円以上�～����700万円未満
　　��７．��700万円以上�～����800万円未満
　　��８．��800万円以上�～����900万円未満
　　��９．��900万円以上�～�1,000万円未満
　　10．1,000万円以上�～�1,200万円未満
　　11．1,200万円以上�～�1,500万円未満
　　12．1,500万円以上
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（12）�お子さんの父親（または父親にかわる方）の
最終学歴についておたずねします。（いらっ
しゃらない場合は回答不要です。）

�　　１．小学校・中学校
�　　２．高等学校・高等専修学校
�　　３．短期大学・高等専門学校・専門学校
�　　４．大学
�　　５．大学院
�　　６．その他
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（13）�お子さんの母親（または母親にかわる方）の
最終学歴についておたずねします。（いらっ
しゃらない場合は回答不要です。）

�　　１．小学校・中学校
�　　２．高等学校・高等専修学校
�　　３．短期大学・高等専門学校・専門学校
�　　４．大学
�　　５．大学院
�　　６．その他
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最後に、今までの質問項目に回答した方の配偶者
で、お子さんの保護者の方へおたずねします。い
らっしゃらない場合は回答不要です。

あなたは、お子さんに対して、次のことをしていま
すか。①～⑤のそれぞれについて、あてはまる番号
１つに○をつけてください。

１．あてはまる
２．どちらかといえば、あてはまる
３．どちらかといえば、あてはまらない
４．あてはまらない

19

①��お子さんのよいところをほめるなどして自信を持
たせるようにしている

�　　１　───　２　───　３　───　４

②��お子さんが悪いことをしたらきちんと叱っている
�　　１　───　２　───　３　───　４
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③��お子さんに本（電子書籍は含むが、漫画や雑誌、教科
書、参考書は除く）や新聞（電子新聞を含む）を読む
ようにすすめている

�　　１　───　２　───　３　───　４

④��お子さんと読んだ本（電子書籍は含むが、漫画や雑
誌、教科書、参考書は除く）の感想を話し合ったりし
ている

�　　１　───　２　───　３　───　４

⑤��お子さんが小さいころ、絵本の読み聞かせをした
�　　１　───　２　───　３　───　４

58



あなたは日頃の生活の中で、お子さんと次のよう
な話をしますか。①～⑨のそれぞれについて、あて
はまる番号１つに○をつけてください。

１．あてはまる
２．どちらかといえば、あてはまる
３．どちらかといえば、あてはまらない
４．あてはまらない
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①��お子さんから、学校での出来事や友達のことについ
て話をする

�　　１　───　２　───　３　───　４

②��あなたから、お子さんの学校での出来事や友達のこ
とについて話をする

�　　１　───　２　───　３　───　４

③��お子さんから、勉強や成績のことについて話をする
�　　１　───　２　───　３　───　４
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④��あなたから、勉強や成績のことについて話をする
�　　１　───　２　───　３　───　４

⑤��お子さんから、将来や進路についての話をする
�　　１　───　２　───　３　───　４

⑥��あなたから、将来や進路についての話をする
�　　１　───　２　───　３　───　４

⑦��お子さんから、地域や社会の出来事やニュースにつ
いて話をする

�　　１　───　２　───　３　───　４

⑧��あなたから、地域や社会の出来事やニュースについ
て話をする

�　　１　───　２　───　３　───　４

⑨��お子さんの心配事や悩み事の相談によく乗っている
�　　１　───　２　───　３　───　４
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あなたは、お子さんの教育について、次のことをど
れくらい重視していますか。①・②のそれぞれにつ
いて、あてはまる番号１つに○をつけてください。

１．重視している
２．どちらかといえば、重視している
３．どちらかといえば、重視していない
４．重視していない
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①��自分の考えをしっかり伝えられるようになること
�　　１　───　２　───　３　───　４

②��地域や社会に貢献するなど人の役に立つ人間にな
ること

�　　１　───　２　───　３　───　４
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あなたは、お子さんが通われている学校の教育につ
いて、どのように考えていますか。

（1）�あなたが、お子さんの通っている学校に期待す
る教育や指導は何ですか。あてはまる番号すべ
てに○をつけてください。

　　１．教科の学力をのばす
　　２．学習意欲を高める
　　３．�他人とのコミュニケーション能力を高める
　　４．�外国語を用いてコミュニケーションをと

れる力を身に付ける
　　５．規範意識や他人を思いやる心を育む
　　６．地域や社会に貢献する態度を育む
　　７．将来の進路や職業を考えさせる
　　８．体力やスポーツの能力を向上させる
　　９．健康や食について教える
　　10．コンピュータを活用する能力を育てる
　　11．上記の項目以外

22
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（２）�（１）で○をつけたことについておたずねしま
す。

　����学校は、全体として期待に応えてくれていると
思いますか。あてはまる番号１つに○をつけて
ください。

　　１．そう思う
　　２．どちらかといえば、そう思う
　　３．どちらかといえば、そう思わない
　　４．そう思わない
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あなたは、次のようなことをどの程度しています
か。①～④のそれぞれについて、あてはまる番号１
つに○をつけてください。

１．よくする
２．時々する
３．あまりしない
４．まったくしない

23

①��授業参観や運動会などの学校行事への参加
�　　１　───　２　───　３　───　４

②��PTA活動や保護者会などへの参加
�　　１　───　２　───　３　───　４

③��学校支援、放課後学習支援、土曜学習支援など、地域
と学校の連携・協働に関わる活動へのボランティ
アとしての参加

�　　１　───　２　───　３　───　４
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④��自治会・子供会・お子さんと一緒に行う体験活動
（生活・文化体験、自然体験、社会体験）などの地域
活動への参加

�　　１　───　２　───　３　───　４
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次のことは、あなたにどれくらいあてはまりますか。
あてはまる番号１つに○をつけてください。

地域の行事にお子さんと一緒に参加していますか。

　　１．よく参加している
　　２．時々参加している
　　３．あまり参加していない
　　４．まったく参加していない

質問はこれで終わりです。ご協力いただき、あり
がとうございました。このアンケート用紙は同
封されている提出用封筒に入れて封をし、お子
さんを通じるなどして、締切りまでに学校へご
提出ください。
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