
- 1 -

調査票案【1】①

離島の中学3年生の進路意識に関する調査

本調査では、離島の中学校に在籍する中学3年生の進路に関する意識についてお尋ねします。

無記名の調査で誰の回答か分からなくなっています。また、調査結果はコンピュータで統計的に処理され、

個別の回答が公表されることはありませんので、ありのままに答えてください。

回答が終わりましたら、調査票と一緒に配布された封筒に入れて提出してください。

【Ⅰ】中学校卒業後の進路希望について

まず始めに、来春の中学校卒業後のあなたの進路希望についてお尋ねします。

《全員対象》

Q1.あなたは、中学校を卒業したら、どのような進路をとりたいと考えていますか。次の選択肢から、最も希望

に近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 高校へ進学したい

2. 高専(高等専門学校)へ進学したい

3. 専門学校(高等専修学校)へ進学したい

4. 就職したい

5. その他（具体的に： ）

6. まだ分からない

《全員対象》

Q2.その進路をとりたいのはどうしてですか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつでも選んでください。＜

MA＞

1. 大学に進学したいから

2. もっと勉強したいから

3. 部活動を頑張りたいから

4. 友だちと一緒にいたいから

5. 親が勧めるから

6. 将来、希望の職業に就くために必要だから

7. 家を出たいから

8. 島を離れたいから

9. まだ就職したくないから

10. その他（具体的に： ）

11. 特に理由はない
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【Ⅱ】高校進学について

次に、高校進学についてお尋ねします。

《Q1.で1. を選択した生徒対象》

Q3.あなたは、来春、高校に進学したら、どこに住む予定ですか。次の選択肢から、最も希望に近いものを1つ

だけ選んでください。＜SA＞

1. 沖縄本島

2. 久米島地区

3. 宮古地区

4. 八重山地区

5. 本土

6. その他（具体的に： ）

7. まだ分からない

《Q1.で1. を選択した生徒対象》

Q4.そこに住む予定なのはどうしてですか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつでも選んでください。＜M

A＞

1. 希望する高校がそこにしかないから

2. なるべく都会で生活したいから

3. なるべく家から離れたくないから

4. 親が勧めるから

5. その他（具体的に： ）

《Q1.で1. を選択した生徒対象》

Q5.あなたは、来春、高校に進学したら、どのようなところに住む予定ですか。次の選択肢から、最も可能性が

高いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 学生寮に入寮予定

2. 下宿・アパートを借りる予定

3. 家族と共に移住する予定

4. 親戚等・知人宅に居住する予定

5. 現在の家に住み続ける予定

6. その他（具体的に： ）

7. まだ分からない
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《Q1.で1. を選択し、かつ、Q5.で5. 以外を選択した生徒対象》

Q6.あなたは、来春、高校に進学したら、現在住んでいる島を離れて生活することになりますが、それについて

どう思っていますか。次の選択肢から、最も考えに近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 絶対に島を離れたくない

2. できれば島を離れたくない

3. 特に何も思っていない

4. この機会に島を離れてみたい

5. ぜひ島を離れたい

6. その他（具体的に： ）

《Q1.で1. を選択した生徒対象》

Q7.最近、テレビ会議システムなどのICT(情報通信技術)を活用することによって、島内の学校に通学しなが

ら、本土などの遠隔地の高校の授業を受けることができる新しい形態※の高校のあり方が検討されてい

ます。(※同級生とはICT技術により画面を通じてつながっている形態)

仮に、このような形態の高校が島内に設置されたとしたら、あなたはその高校への進学を検討しますか。

次の選択肢から、最も考えに近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. ぜひ進学したい

2. 進学を検討してみたい

3. どちらとも言えない

4. あまり進学したくない

5. 絶対に進学したくない

6. その他（具体的に： ）

《Q1.で1. を選択した生徒対象》

Q8.検討中の新しい形態の高校について、あなたがそう考えるのはどうしてですか。次の選択肢から、当ては

まるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 家から通学できるから

2. 自分の学力に合った授業をうけることができそうだから

3. 友だちと一緒に通学できるから

4. 自由に活動できる時間が多そうだから

5. 大学受験に不利そうだから

6. 高校進学時には島を出たいと思っているから

7. 部活動ができなそうだから

8. ICTを活用したイメージが分からないから

9. その他（具体的に： ）

《Q1.で1. を選択した生徒対象》

Q9.高校進学を検討するにあたり、通信制高校への進学を検討していますか、あるいは検討しましたか。次の

選択肢から、最も考えに近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 通信制高校への進学を検討中である

2. 通信制高校への進学を検討したが選択肢から外した

3. 通信制高校への進学を検討したことはない

4. その他（具体的に： ）
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《Q1.で1. を選択した生徒対象》

Q10.通信制高校について、あなたがそう考えるのはどうしてですか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつ

でも選んでください。＜MA＞

1. 家から通学できるから

2. 自分の学力に合った授業をうけることができそうだから

3. 友だちと一緒に通学できるから

4. 自由に活動できる時間が多そうだから

5. 大学受験に不利そうだから

6. 高校進学時には島を出たいと思っているから

7. 他に行きたい高校があるから

8. 部活動ができなそうだから

9. 沖縄本島などにスクーリングに行くのが大変そうだから

10. その他（具体的に： ）
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【Ⅲ】将来の希望について

次に、あなたの将来の進路希望についてお尋ねします。

《Q1.で1. を選択した生徒対象》

Q11.あなたは、高校を卒業したら、どのような進路をとりたいと考えていますか。次の選択肢から、最も希望に

近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 大学へ進学したい

2. 専門学校へ進学したい

3. 就職したい

4. その他（具体的に： ）

5. まだ分からない

《全員対象》

Q12.あなたは、将来、どのような職業に就きたいと考えていますか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつ

でも選んでください。＜MA＞

1. 企業等に就職(被雇用者)

2. 自営業(店や会社を起業等)

3. 自営業(家業)

4. その他（具体的に： ）

5. まだ分からない

《全員対象》

Q13.あなたは、将来、どこに住むことを希望していますか。次の選択肢から、最も希望に近いものを1つだけ選

んでください。＜SA＞

1. 現在住んでいる島

2. 沖縄本島

3. 久米島地区

4. 宮古地区

5. 八重山地区

6. 本土

7. その他（具体的に： ）

8. まだ分からない
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《Q13.で1. を選択した生徒対象》

Q14.「現在住んでいる島」に住むことを希望しているのはどうしてですか。次の選択肢から、あてはまるものを

いくつでも選んでください。＜MA＞

1. 希望する職業等が島にあるから

2. 家庭の事情

3. 経済的理由から

4. 島が好きだから

5. 友人が多くいるから

6. 家族と一緒にいたいから

7. その他（具体的に： ）

《Q13.で1. を選択しなかった生徒対象》

Q15.「現在住んでいる島」に住むことを希望しないのはどうしてですか。次の選択肢から、あてはまるものをい

くつでも選んでください。＜MA＞

1. 希望する職業等が島の外にあるから

2. 家庭の事情

3. 経済的理由から

4. 島の外が好きだから

5. 島の生活が不便だから(娯楽等が少ない、公共交通機関などが不便等)

6. その他（具体的に： ）
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【Ⅳ】島での生活について

最後に、現在、お住いの島での生活についてお尋ねします。

《全員対象》

Q16.あなたは、この島での生活に満足していますか。次の選択肢から、最も考えに近いものを1つだけ選んで

ください。＜SA＞

1. 大変満足している

2. おおむね満足している

3. どちらでもない

4. やや不満である

5. とても不満である

《全員対象》

Q17.あなたは、この島での学校生活や教育に満足していますか。次の選択肢から、最も考えに近いものを1つ

だけ選んでください。＜SA＞

1. 大変満足している

2. おおむね満足している

3. どちらでもない

4. やや不満である

5. とても不満である

《全員対象》

Q18.あなたが、この島での学校生活や教育について、満足できるのはどのような点でしょうか。次の選択肢か

ら、あてはまるものを幾つでも選んでください。＜MA＞

1. 学校の生徒数が少ない

2. 小中学校で同級生が変わらない

3. 良い先生が多い

4. 自分の学力に合った教育が受けられる

5. 校舎や校庭が広い

6. パソコンなどのICT環境や図書室など設備が充実している

7. 保護者や地域の方々が学校を熱心にサポートしてくれる

8. その他（具体的に： ）

9. 満足できる点はない
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《全員対象》

Q19.あなたが、この島での学校生活や教育について、不満に感じるのはどのような点でしょうか。次の選択肢

から、あてはまるものを幾つでも選んでください。＜MA＞

1. 学校の生徒数が少ない

2. 小中学校で同級生が変わらない

3. 良い先生が少ない

4. 自分の学力に合った教育が受けられない

5. 校舎や校庭が狭い

6. パソコンなどのICT環境や図書室など設備が充実していない

7. 保護者や地域の方々が学校に無関心

8. 高校・大学がない

9. その他（具体的に： ）

10. 不満な点はない

質問は以上です。ご協力いただき、誠に有難うございました。
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調査票案【1】②

離島の中学生保護者の進路意識に関する調査

本調査では、離島の中学校に在籍する中学3年生の保護者の進路に関する意識についてお尋ねします。

無記名の調査で誰の回答か分からなくなっています。また、調査結果はコンピュータで統計的に処理され、

個別の回答が公表されることはありませんので、ありのままに答えてください。

回答が終わりましたら、調査票と一緒に配布された封筒に入れて提出してください。

【Ⅰ】中学校卒業後の進路希望について

まず始めに、来春の中学校卒業後のあなたのお子さんの進路希望についてお尋ねします。

《全員対象》

Q1.あなたのお子さんは、中学校を卒業したら、どのような進路をとりたいと考えていますか。次の選択肢か

ら、最も希望に近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 高校へ進学したい

2. 高専(高等専門学校)へ進学したい

3. 専門学校(高等専修学校)へ進学したい

4. 就職したい

5. その他（具体的に： ）

6. まだ分からない

《全員対象》

Q2.あなたのお子さんがその進路をとりたいのはどうしてですか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつで

も選んでください。＜MA＞

1. 大学に進学したいから

2. もっと勉強したいから

3. 部活動を頑張りたいから

4. 友だちと一緒にいたいから

5. 親が勧めるから

6. 将来、希望の職業に就くために必要だから

7. 家を出たいから

8. 島を離れたいから

9. まだ就職したくないから

10. その他（具体的に： ）

11. 特に理由はない
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【Ⅱ】高校進学について

次に、高校進学についてお尋ねします。

《Q1.で1. を選択した保護者対象》

Q3.あなたのお子さんは、来春、高校に進学したら、どこに住む予定ですか。次の選択肢から、最も希望に近

いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 沖縄本島

2. 久米島地区

3. 宮古地区

4. 八重山地区

5. 本土

6. その他（具体的に： ）

7. まだ分からない

《Q1.で1. を選択した保護者対象》

Q4.あなたのお子さんがそこに住む予定なのはどうしてですか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつでも

選んでください。＜MA＞

1. 希望する高校がそこにしかないから

2. なるべく都会で生活したいから

3. なるべく家から離れたくないから

4. 親が勧めるから

5. その他（具体的に： ）

《Q1.で1. を選択した保護者対象》

Q5.あなたのお子さんは、来春、高校に進学したら、どのようなところに住む予定ですか。次の選択肢から、最

も可能性が高いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 学生寮に入寮予定

2. 下宿・アパートを借りる予定

3. 家族と共に移住する予定

4. 親戚等・知人宅に居住する予定

5. 現在の家に住み続ける予定

6. その他（具体的に： ）

7. まだ分からない
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《Q1.で1. を選択し、かつ、Q5.で5. 以外を選択した保護者対象》

Q6.あなたのお子さんは、来春、高校に進学したら、現在住んでいる島を離れて生活することになりますが、そ

れについてどう思っていますか。次の選択肢から、最も考えに近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 絶対に島を離れてほしくない

2. できれば島を離れてほしくない

3. 特に何も思っていない

4. この機会に島を離れてみてもよい

5. ぜひ島を離れてほしい

6. その他（具体的に： ）

《Q1.で1. を選択した保護者対象》

Q7.最近、テレビ会議システムなどのICT(情報通信技術)を活用することによって、島内の学校に通学しなが

ら、本土などの遠隔地の高校の授業を受けることができる新しい形態※の高校のあり方が検討されてい

ます。(※同級生とはICT技術により画面を通じてつながっている形態)

仮に、このような形態の高校が島内に設置されたとしたら、あなたのお子さんはその高校への進学を検

討しますか。次の選択肢から、最も考えに近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. ぜひ進学したいと思う

2. 進学を検討してみたいと思う

3. どちらとも言えない

4. あまり進学したくないと思う

5. 絶対に進学したくないと思う

6. その他（具体的に： ）

《Q1.で1. を選択した保護者対象》

Q8.検討中の新しい形態の高校について、あなたがそう考えるのはどうしてですか。次の選択肢から、当ては

まるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 家から通学できるから

2. 自分の学力に合った授業をうけることができそうだから

3. 友だちと一緒に通学できるから

4. 自由に活動できる時間が多そうだから

5. 大学受験に不利そうだから

6. 高校進学時には島を出たいと思っているから

7. 部活動ができなそうだから

8. ICTを活用したイメージが分からないから

9. その他（具体的に： ）

《Q1.で1. を選択した保護者対象》

Q9.あなたのお子さんは、高校進学を検討するにあたり、通信制高校への進学を検討していますか、あるいは

検討しましたか。次の選択肢から、最も考えに近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 通信制高校への進学を検討中である

2. 通信制高校への進学を検討したが選択肢から外した

3. 通信制高校への進学を検討したことはない

4. その他（具体的に： ）
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《Q1.で1. を選択した保護者対象》

Q10.通信制高校について、あなたのお子さんがそう考えるのはどうしてですか。次の選択肢から、当てはまる

ものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 家から通学できるから

2. 自分の学力に合った授業をうけることができそうだから

3. 友だちと一緒に通学できるから

4. 自由に活動できる時間が多そうだから

5. 大学受験に不利そうだから

6. 高校進学時には島を出たいと思っているから

7. 他に行きたい高校があるから

8. 部活動ができなそうだから

9. 沖縄本島などにスクーリングに行くのが大変そうだから

10. その他（具体的に： ）
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【Ⅲ】将来の希望について

次に、あなたのお子さんの将来の進路希望についてお尋ねします。

《Q1.で1. を選択した保護者対象》

Q11.あなたのお子さんは、高校を卒業したら、どのような進路をとりたいと考えていますか。次の選択肢から、

最も希望に近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 大学へ進学したい

2. 専門学校へ進学したい

3. 就職したい

4. その他（具体的に： ）

5. まだ分からない

《全員対象》

Q12.あなたのお子さんは、将来、どのような職業に就きたいと考えていますか。次の選択肢から、当てはまる

ものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 企業等に就職(被雇用者)

2. 自営業(店や会社を起業等)

3. 自営業(家業)

4. その他（具体的に： ）

5. まだ分からない

《全員対象》

Q13.あなたのお子さんは、将来、どこに住むことを希望していますか。次の選択肢から、最も希望に近いもの

を1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 現在住んでいる島

2. 沖縄本島

3. 久米島地区

4. 宮古地区

5. 八重山地区

6. 本土

7. その他（具体的に： ）

8. まだ分からない
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《Q13.で1. を選択した生徒対象》

Q14.あなたのお子さんが「現在住んでいる島」に住むことを希望しているのはどうしてですか。次の選択肢か

ら、あてはまるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 希望する職業等が島にあるから

2. 家庭の事情

3. 経済的理由から

4. 島が好きだから

5. 友人が多くいるから

6. 家族と一緒にいたいから

7. その他（具体的に： ）

《Q13.で1. を選択しなかった生徒対象》

Q15.あなたのお子さんが「現在住んでいる島」に住むことを希望しないのはどうしてですか。次の選択肢から、

あてはまるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 希望する職業等が島の外にあるから

2. 家庭の事情

3. 経済的理由から

4. 島の外が好きだから

5. 島の生活が不便だから(娯楽等が少ない、公共交通機関などが不便等)

6. その他（具体的に： ）
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【Ⅳ】島での生活について

次に、現在、お住いの島での生活についてお尋ねします。

《全員対象》

Q16.あなた自身は、この島での生活に満足していますか。次の選択肢から、最も考えに近いものを1つだけ選

んでください。＜SA＞

1. 大変満足している

2. おおむね満足している

3. どちらでもない

4. やや不満である

5. とても不満である

《全員対象》

Q17.あなた自身は、この島での学校生活や教育に満足していますか。次の選択肢から、最も考えに近いもの

を1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 大変満足している

2. おおむね満足している

3. どちらでもない

4. やや不満である

5. とても不満である

《全員対象》

Q18.あなた自身が、この島での学校生活や教育について、満足できるのはどのような点でしょうか。次の選択

肢から、あてはまるものを幾つでも選んでください。＜MA＞

1. 学校の生徒数が少ない

2. 小中学校で同級生が変わらない

3. 良い先生が多い

4. 自分の学力に合った教育が受けられる

5. 校舎や校庭が広い

6. パソコンなどのICT環境や図書室など設備が充実している

7. 保護者や地域の方々が学校を熱心にサポートしてくれる

8. その他（具体的に： ）

9. 満足できる点はない



- 8 -

《全員対象》

Q19.あなた自身が、この島での学校生活や教育について、不満に感じるのはどのような点でしょうか。次の選

択肢から、あてはまるものを幾つでも選んでください。＜MA＞

1. 学校の生徒数が少ない

2. 小中学校で同級生が変わらない

3. 良い先生が少ない

4. 自分の学力に合った教育が受けられない

5. 校舎や校庭が狭い

6. パソコンなどのICT環境や図書室など設備が充実していない

7. 保護者や地域の方々が学校に無関心

8. 高校・大学がない

9. その他（具体的に： ）

10. 不満な点はない
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【Ⅴ】お子さんのきょうだいについて

最後に、あなたのお子さんのきょうだいについてお尋ねします。

《全員対象》

Q20.あなたのお子さんには、高校に進学したきょうだいが他にいますか。次の選択肢から、当てはまるものを1

つだけ選んでください。＜SA＞

1. 高校に進学したきょうだいがいる

2. 高校に進学したきょうだいはいない

《Q20.で1. を選択した保護者対象》

Q21.あなたのお子さんのきょうだいが高校に進学した際は、どのようなところに住みましたか。次の選択肢か

ら、当てはまるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 学生寮に入寮した

2. 下宿・アパートを借た

3. 家族と共に移住した

4. 親戚等・知人宅に居住した

5. 中学生の頃に住んでいた家に住み続けていた

6. その他（具体的に： ）

質問は以上です。ご協力いただき、誠に有難うございました。
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調査票案【2】①

離島出身の高校生の進路意識に関する調査

本調査では、離島の中学校出身の高校生の進路に関する意識についてお尋ねします。

無記名の調査で誰の回答か分からなくなっています。また、調査結果はコンピュータで統計的に処理され、

個別の回答が公表されることはありませんので、ありのままに答えてください。

回答が終わりましたら、調査票と一緒に配布された封筒に入れて郵送で返送してください。

なお、パソコンやスマートフォンで回答することもできます。

■パソコンの場合 → https://www. / にアクセスしてください。

■スマートフォンの場合 → 下記の2次元バーコードを読み込んでアクセスしてください。

【Ⅰ】高校進学について

まず始めに、あなたの高校進学についてお尋ねします。

《全員対象》

Q1.あなたが高校に進学したのはどうしてですか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつでも選んでくださ

い。＜MA＞

1. 大学に進学したいから

2. もっと勉強したいから

3. 部活動を頑張りたいから

4. 友だちと一緒にいたいから

5. 親が勧めるから

6. 将来、希望の職業に就くために必要だから

7. 家を出たいから

8. 島を離れたいから

9. まだ就職したくないから

10. その他（具体的に： ）

11. 特に理由はない
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《全員対象》

Q2.あなたは、高校進学後、どこに住んでいますか。次の選択肢から、当てはまるものを1つだけ選んでくださ

い。＜SA＞

1. 沖縄本島

2. 久米島地区

3. 宮古地区

4. 八重山地区

5. 本土

6. その他（具体的に： ）

《全員対象》

Q3.あなたがそこに住んでいるのはどうしてですか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつでも選んでくださ

い。＜MA＞

1. 希望する高校がそこにしかないから

2. なるべく都会で生活したいから

3. なるべく家から離れたくないから

4. 親が勧めるから

5. その他（具体的に： ）

《全員対象》

Q4.あなたは、高校進学後、どのようなところに住んでいますか。次の選択肢から、当てはまるものを1つだけ

選んでください。＜SA＞

1. 学生寮に入寮している

2. 下宿・アパートを借りている

3. 家族と共に移住している

4. 親戚等・知人宅に居住している

5. 中学まで住んでいた家に住み続けている

6. その他（具体的に： ）

《Q4.で5. 以外を選択した生徒対象》

Q5.あなたは、高校進学後、住んでいた島を離れて生活することになりましたが、それについてどう思っていま

すか。次の選択肢から、最も考えに近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 絶対に島を離れたくなかった

2. できれば島を離れたくなかった

3. 特に何も思っていない

4. この機会に島を離れてみたかった

5. ぜひ島を離れたかった

6. その他（具体的に： ）
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《全員対象》

Q6.最近、テレビ会議システムなどのICT(情報通信技術)を活用することによって、島内の学校に通学しなが

ら、本土などの遠隔地の高校の授業を受けることができる新しい形態※の高校のあり方が検討されてい

ます。(※同級生とはICT技術により画面を通じてつながっている形態)

仮に、このような形態の高校が島内に設置されたとしたら、あなたはその高校への進学を検討したでしょ

うか。次の選択肢から、最も考えに近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. ぜひ進学したいと思う

2. 進学を検討してみたいと思う

3. どちらとも言えない

4. あまり進学したくないと思う

5. 絶対に進学したくないと思う

6. その他（具体的に： ）

《全員対象》

Q7.検討中の新しい形態の高校について、あなたがそう考えるのはどうしてですか。次の選択肢から、当ては

まるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 家から通学できるから

2. 自分の学力に合った授業をうけることができそうだから

3. 友だちと一緒に通学できるから

4. 自由に活動できる時間が多そうだから

5. 大学受験に不利そうだから

6. 高校進学時には島を出たいと思っているから

7. 部活動ができなそうだから

8. ICTを活用したイメージが分からないから

9. その他（具体的に： ）

《全員対象》

Q8.あなたは、高校進学を検討するにあたり、通信制高校への進学を検討しましたか。次の選択肢から、最も

考えに近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 通信制高校への進学を検討したことがある

2. 通信制高校への進学を検討したことはない

3. その他（具体的に： ）
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《全員対象》

Q9.通信制高校について、あなたがそう考えたのはどうしてですか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつ

でも選んでください。＜MA＞

1. 家から通学できるから

2. 自分の学力に合った授業をうけることができそうだから

3. 友だちと一緒に通学できるから

4. 自由に活動できる時間が多そうだから

5. 大学受験に不利そうだから

6. 高校進学時には島を出たいと思っているから

7. 他に行きたい高校があるから

8. 部活動ができなそうだから

9. 沖縄本島などにスクーリングに行くのが大変そうだから

10. その他（具体的に： ）
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【Ⅱ】将来の希望について

次に、あなたの将来の進路希望についてお尋ねします。

《全員対象》

Q10.あなたは、高校を卒業したら、どのような進路をとりたいと考えていますか。次の選択肢から、最も希望に

近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 大学へ進学したい

2. 専門学校へ進学したい

3. 就職したい

4. その他（具体的に： ）

5. まだ分からない

《全員対象》

Q11.あなたは、将来、どのような職業に就きたいと考えていますか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつ

でも選んでください。＜MA＞

1. 企業等に就職(被雇用者)

2. 自営業(店や会社を起業等)

3. 自営業(家業)

4. その他（具体的に： ）

5. まだ分からない

《全員対象》

Q12.あなたは、将来、どこに住むことを希望していますか。次の選択肢から、最も希望に近いものを1つだけ選

んでください。＜SA＞

1. 中学生時に住んでいた島

2. 沖縄本島

3. 久米島地区

4. 宮古地区

5. 八重山地区

6. 本土

7. その他（具体的に： ）

8. まだ分からない
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《Q12.で1. を選択した生徒対象》

Q13.あなたが「中学生時に住んでいた島」に住むことを希望しているのはどうしてですか。次の選択肢から、あ

てはまるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 希望する職業等が島にあるから

2. 家庭の事情

3. 経済的理由から

4. 島が好きだから

5. 友人が多くいるから

6. 家族と一緒にいたいから

7. その他（具体的に： ）

《Q12.で1. を選択しなかった生徒対象》

Q14.あなたが「中学生時に住んでいた島」に住むことを希望しないのはどうしてですか。次の選択肢から、あて

はまるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 希望する職業等が島の外にあるから

2. 家庭の事情

3. 経済的理由から

4. 島の外が好きだから

5. 島の生活が不便だから(娯楽等が少ない、公共交通機関などが不便等)

6. その他（具体的に： ）
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【Ⅲ】島での生活について

次に、中学生時に住んでいた島での生活についてお尋ねします。

《全員対象》

Q15.あなたは、中学生時に住んでいた島での生活に満足していましたか。次の選択肢から、最も考えに近い

ものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 大変満足している

2. おおむね満足している

3. どちらでもない

4. やや不満である

5. とても不満である

《全員対象》

Q16.あなたは、中学生時に住んでいた島での学校生活や教育に満足していましたか。次の選択肢から、最も

考えに近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 大変満足している

2. おおむね満足している

3. どちらでもない

4. やや不満である

5. とても不満である

《全員対象》

Q17.あなたが、中学生時に住んでいた島での学校生活や教育について、満足できるのはどのような点でしょう

か。次の選択肢から、あてはまるものを幾つでも選んでください。＜MA＞

1. 学校の生徒数が少ない

2. 小中学校で同級生が変わらない

3. 良い先生が多い

4. 自分の学力に合った教育が受けられる

5. 校舎や校庭が広い

6. パソコンなどのICT環境や図書室など設備が充実している

7. 保護者や地域の方々が学校を熱心にサポートしてくれる

8. その他（具体的に： ）

9. 満足できる点はない
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《全員対象》

Q18.あなたが、中学生時に住んでいた島での学校生活や教育について、不満に感じるのはどのような点でし

ょうか。次の選択肢から、あてはまるものを幾つでも選んでください。＜MA＞

1. 学校の生徒数が少ない

2. 小中学校で同級生が変わらない

3. 良い先生が少ない

4. 自分の学力に合った教育が受けられない

5. 校舎や校庭が狭い

6. パソコンなどのICT環境や図書室など設備が充実していない

7. 保護者や地域の方々が学校に無関心

8. 高校・大学がない

9. その他（具体的に： ）

10. 不満な点はない

質問は以上です。ご協力いただき、誠に有難うございました。
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調査票案【2】②

離島出身の高校生の保護者の
進路意識に関する調査

本調査では、離島の中学校出身の高校1年生の保護者の進路に関する意識についてお尋ねします。

無記名の調査で誰の回答か分からなくなっています。また、調査結果はコンピュータで統計的に処理され、

個別の回答が公表されることはありませんので、ありのままに答えてください。

回答が終わりましたら、調査票と一緒に配布された封筒に入れて郵送で返送してください。

なお、パソコンやスマートフォンで回答することもできます。

■パソコンの場合 → https://www. / にアクセスしてください。

■スマートフォンの場合 → 下記の2次元バーコードを読み込んでアクセスしてください。

【Ⅰ】高校進学について

まず始めに、あなたのお子さんの高校進学についてお尋ねします。

《全員対象》

Q1.あなたのお子さんが高校に進学したのはどうしてですか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつでも選

んでください。＜MA＞

1. 大学に進学したいから

2. もっと勉強したいから

3. 部活動を頑張りたいから

4. 友だちと一緒にいたいから

5. 親が勧めるから

6. 将来、希望の職業に就くために必要だから

7. 家を出たいから

8. 島を離れたいから

9. まだ就職したくないから

10. その他（具体的に： ）

11. 特に理由はない
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《全員対象》

Q2.あなたのお子さんは、今春、高校進学後、どこに住んでいますか。次の選択肢から、当てはまるものを1つ

だけ選んでください。＜SA＞

1. 沖縄本島

2. 久米島地区

3. 宮古地区

4. 八重山地区

5. 本土

6. その他（具体的に： ）

《全員対象》

Q3.あなたのお子さんがそこに住んでいるのはどうしてですか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつでも

選んでください。＜MA＞

1. 希望する高校がそこにしかないから

2. なるべく都会で生活したいから

3. なるべく家から離れたくないから

4. 親が勧めるから

5. その他（具体的に： ）

《全員対象》

Q4.あなたのお子さんは、今春、高校進学後、どのようなところに住んでいますか。次の選択肢から、当てはま

るものを1つだけ選んでください。＜MA＞

1. 学生寮に入寮している

2. 下宿・アパートを借りている

3. 家族と共に移住している

4. 親戚等・知人宅に居住している

5. 中学まで住んでいた家に住み続けている

6. その他（具体的に： ）

《Q4.で5. 以外を選択した保護者対象》

Q5.あなたのお子さんは、今春、高校進学後、現在住んでいる島を離れて生活することになりましたが、それに

ついてどう思っていますか。次の選択肢から、最も考えに近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 絶対に島を離れてほしくなかった

2. できれば島を離れてほしくなかった

3. 特に何も思っていない

4. この機会に島を離れてみてもよいと思った

5. ぜひ島を離れてほしかった

6. その他（具体的に： ）
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《全員対象》

Q6.最近、テレビ会議システムなどのICT(情報通信技術)を活用することによって、島内の学校に通学しなが

ら、本土などの遠隔地の高校の授業を受けることができる新しい形態※の高校のあり方が検討されてい

ます。(※同級生とはICT技術により画面を通じてつながっている形態)

仮に、このような形態の高校が島内に設置されたとしたら、あなたのお子さんはその高校への進学を検

討したでしょうか。次の選択肢から、最も考えに近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. ぜひ進学したいと思う

2. 進学を検討してみたいと思う

3. どちらとも言えない

4. あまり進学したくないと思う

5. 絶対に進学したくないと思う

6. その他（具体的に： ）

《全員対象》

Q7.検討中の新しい形態の高校について、あなたがそう考えるのはどうしてですか。次の選択肢から、当ては

まるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 家から通学できるから

2. 自分の学力に合った授業をうけることができそうだから

3. 友だちと一緒に通学できるから

4. 自由に活動できる時間が多そうだから

5. 大学受験に不利そうだから

6. 高校進学時には島を出たいと思っているから

7. 部活動ができなそうだから

8. ICTを活用したイメージが分からないから

9. その他（具体的に： ）

《全員対象》

Q8.あなたのお子さんは、高校進学を検討するにあたり、通信制高校への進学を検討しましたか。次の選択肢

から、最も考えに近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 通信制高校への進学を検討したことがある

2. 通信制高校への進学を検討したことはない

3. その他（具体的に： ）
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《全員対象》

Q9.通信制高校について、あなたのお子さんがそう考えたのはどうしてですか。次の選択肢から、当てはまるも

のをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 家から通学できるから

2. 自分の学力に合った授業をうけることができそうだから

3. 友だちと一緒に通学できるから

4. 自由に活動できる時間が多そうだから

5. 大学受験に不利そうだから

6. 高校進学時には島を出たいと思っているから

7. 他に行きたい高校があるから

8. 部活動ができなそうだから

9. 沖縄本島などにスクーリングに行くのが大変そうだから

10. その他（具体的に： ）
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【Ⅱ】将来の希望について

次に、あなたのお子さんの将来の進路希望についてお尋ねします。

《全員対象》

Q10.あなたのお子さんは、高校を卒業したら、どのような進路をとりたいと考えていますか。次の選択肢から、

最も希望に近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 大学へ進学したい

2. 専門学校へ進学したい

3. 就職したい

4. その他（具体的に： ）

5. まだ分からない

《全員対象》

Q11.あなたのお子さんは、将来、どのような職業に就きたいと考えていますか。次の選択肢から、当てはまる

ものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 企業等に就職(被雇用者)

2. 自営業(店や会社を起業等)

3. 自営業(家業)

4. その他（具体的に： ）

5. まだ分からない

《全員対象》

Q12.あなたのお子さんは、将来、どこに住むことを希望していますか。次の選択肢から、最も希望に近いもの

を1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 現在住んでいる島

2. 沖縄本島

3. 久米島地区

4. 宮古地区

5. 八重山地区

6. 本土

7. その他（具体的に： ）

8. まだ分からない
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《Q12.で1. を選択した保護者対象》

Q13.あなたのお子さんが「現在住んでいる島」に住むことを希望しているのはどうしてですか。次の選択肢か

ら、あてはまるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 希望する職業等が島にあるから

2. 家庭の事情

3. 経済的理由から

4. 島が好きだから

5. 友人が多くいるから

6. 家族と一緒にいたいから

7. その他（具体的に： ）

《Q12.で1. を選択しなかった保護者対象》

Q14.あなたのお子さんが「現在住んでいる島」に住むことを希望しないのはどうしてですか。次の選択肢から、

あてはまるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 希望する職業等が島の外にあるから

2. 家庭の事情

3. 経済的理由から

4. 島の外が好きだから

5. 島の生活が不便だから(娯楽等が少ない、公共交通機関などが不便等)

6. その他（具体的に： ）



- 7 -

【Ⅲ】島での生活について

次に、現在、お住いの島での生活についてお尋ねします。

《全員対象》

Q15.あなた自身は、この島での生活に満足していますか。次の選択肢から、最も考えに近いものを1つだけ選

んでください。＜SA＞

1. 大変満足している

2. おおむね満足している

3. どちらでもない

4. やや不満である

5. とても不満である

《全員対象》

Q16.あなた自身は、この島での学校生活や教育に満足していますか。次の選択肢から、最も考えに近いもの

を1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 大変満足している

2. おおむね満足している

3. どちらでもない

4. やや不満である

5. とても不満である

《全員対象》

Q17.あなた自身が、この島での学校生活や教育について、満足できるのはどのような点でしょうか。次の選択

肢から、あてはまるものを幾つでも選んでください。＜MA＞

1. 学校の生徒数が少ない

2. 小中学校で同級生が変わらない

3. 良い先生が多い

4. 自分の学力に合った教育が受けられる

5. 校舎や校庭が広い

6. パソコンなどのICT環境や図書室など設備が充実している

7. 保護者や地域の方々が学校を熱心にサポートしてくれる

8. その他（具体的に： ）

9. 満足できる点はない
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《全員対象》

Q18.あなた自身が、この島での学校生活や教育について、不満に感じるのはどのような点でしょうか。次の選

択肢から、あてはまるものを幾つでも選んでください。＜MA＞

1. 学校の生徒数が少ない

2. 小中学校で同級生が変わらない

3. 良い先生が少ない

4. 自分の学力に合った教育が受けられない

5. 校舎や校庭が狭い

6. パソコンなどのICT環境や図書室など設備が充実していない

7. 保護者や地域の方々が学校に無関心

8. 高校・大学がない

9. その他（具体的に： ）

10. 不満な点はない
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【Ⅳ】お子さんのきょうだいについて

最後に、あなたのお子さんのきょうだいについてお尋ねします。

《全員対象》

Q19.あなたのお子さんには、高校に進学したきょうだいが他にいますか。次の選択肢から、当てはまるものを1

つだけ選んでください。＜SA＞

1. 高校に進学したきょうだいがいる

2. 高校に進学したきょうだいはいない

《Q19.で1. を選択した保護者対象》

Q20.あなたのお子さんのきょうだいが高校に進学した際は、どのようなところに住みましたか。次の選択肢か

ら、当てはまるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 学生寮に入寮した

2. 下宿・アパートを借た

3. 家族と共に移住した

4. 親戚等・知人宅に居住した

5. 中学生の頃に住んでいた家に住み続けていた

6. その他（具体的に： ）

質問は以上です。ご協力いただき、誠に有難うございました。
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調査票案【3】-追加3市町

離島の中学生の進路に関する自治体調査

本調査では、離島(うるま市津堅島・南城市久高島・本部町水納島)の中学生の進路に関してお尋ねします。

回答が終わりましたら、調査票を xxxxx@icr.co.jp 宛に、電子メールに添付して返送してください。

【Ⅰ】中学生の卒業後の進路について

まず始めに、貴自治体の津堅島・久高島・水納島に所在する公立中学校の生徒の卒業後の進路について

お尋ねします。

《全自治体対象》

Q1.貴自治体の津堅島・久高島・水納島に所在する公立中学校の卒業生の最近5年間の進路を下表に記入し

てください。＜NA＞

(単位：人)

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

1. 高校(全日制)進学

2. 高校(通信制その他)進学

3. 高専(高等専門学校)進学

4. 専門学校(高等専修学校)進学

5. 就職

6. その他（具体的に：

）

中学校卒業生合計
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《全自治体対象》

Q2.貴自治体の津堅島・久高島・水納島に所在する公立中学校の卒業生の進路にはどのような傾向や特徴及

びその背景がありますか。＜FA＞

＜記載例＞“当島では農業が盛んであることから、農業系の進学率が高くなっている。”

《全自治体対象》

Q3.貴自治体の津堅島・久高島・水納島に所在する公立中学校の卒業生が高校進学を希望する場合、島から

離れなくてはならないことについて、どのように考えていますか。次の選択肢から、当てはまるものをいく

つでも選んでください。＜MA＞

1. 生徒が人間的に成長する機会である

2. 生徒の人間関係が広がる機会である

3. 生徒が様々な経験ができる機会である

4. 若者が一度、島を離れてしまうと、将来、島に帰って来る可能性が低い

5. 家族を帯同して本島等に移住してしまうケースがある

6. 高校進学を諦める中学生がいる

7. 教育の機会均等の観点から問題である

8. その他（具体的に： ）

《全自治体対象》

Q4.最近、テレビ会議システムなどのICT(情報通信技術)を活用することによって、島内の学校に通学しなが

ら、本土などの遠隔地の高校の授業を受けることができる新しい形態※の高校のあり方が検討されてい

ます。(※同級生とはICT技術により画面を通じてつながっている形態)

仮に、このような形態の高校を津堅島・久高島・水納島内に設置することが可能になったとしたら、貴自

治体では、設置に向けて取り組みますか。次の選択肢から、最も考えに近いものを1つだけ選んでくださ

い。＜SA＞

1. 設置に向け、積極的に取り組みたい

2. 自治体の負担の規模等を踏まえ検討したい

3. 取り組む予定はない

4. その他（具体的に： ）
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《全自治体対象》

Q5.貴自治体がそう考えるのはどうしてですか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつでも選んでください。

＜MA＞

1. ニーズがあると考えるため

2. ニーズがないと考えるため

3. 中学生が島を離れることを抑止できそうに思えないため

4. 自治体の負担が生じるため

5. 現状より保護者の負担が軽減されそうなため

6. 対象者が少ないため

7. 人材の確保が困難なため

8. その他（具体的に： ）

《全自治体対象》

Q6.貴自治体の津堅島・久高島・水納島に所在する公立中学校の卒業生の進路として、既存の通信制高校へ

の進学者が少ないのはなぜですか。＜FA＞
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【Ⅱ】教育上の課題について

次に、教育上の課題についてお尋ねします。

《全自治体対象》

Q7.離島の特性等による、貴自治体の津堅島・久高島・水納島での教育上の課題には、どのようなものがあり

ますか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 児童・生徒が多様な価値観・意見に触れる機会が少ない

2. 児童・生徒の学力水準が低い

3. 児童・生徒の人間関係が固定化している

4. 教員の人数が少ない

5. プログラミング教育や英語学習など新しい教育課程を十分にこなせない

6. 文化的刺激(図書館・美術館・博物館等)が少ない

7. 部活動の種類や活動範囲に制約が大きい

8. 学習塾や習い事の機会が少ない

9. その他（具体的に： ）

10. 特に課題はない

《Q7.で1. ～9. を選択した自治体対象》

Q8.上記Q7.で掲げた課題の解決策はありますか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつでも選んでくださ

い。＜MA＞

1. 様々な児童・生徒と交流する機会を増やす

2. 教員の研修機会を増やす

3. 専門分野の教員から授業を受ける機会を増やす

4. 島の外に出る機会を増やす

5. その他（具体的に： ）
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【Ⅲ】高校進学に対する取り組みについて

次に、津堅島・久高島・水納島を離れて高校に進学する/した生徒・保護者に対する取り組みについてお尋

ねします。

《全自治体対象》

Q9.貴自治体では、津堅島・久高島・水納島を離れて高校に進学する/した生徒・保護者に対して、どのような

取り組みをしていますか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 経済的負担の軽減策をしている

2. 経済面以外の支援策をしている

3. 将来のUターンに向けた働きかけをしている

4. その他（具体的に： ）

5. 特に何もしていない

《Q9.で1. を選択した自治体対象》

Q10.経済的負担の軽減策として、どのような取り組みをしていますか。次の選択肢から、当てはまるものをいく

つでも選んでください。＜MA＞

1. 奨学金の給与

2. 奨学金の貸与

3. 奨学金の斡旋・紹介

4. 本島等に学生寮の整備

5. 下宿代等の一部補助

6. 交通費等の一部補助

7. その他の支援金の給付

8. その他（具体的に： ）

《Q9.で2. を選択した自治体対象》

Q11.経済面以外の支援策として、どのような取り組みをしていますか。次の選択肢から、当てはまるものをいく

つでも選んでください。＜MA＞

1. 進路情報の提供

2. 下宿・アパートの紹介

3. 島の出身者の紹介

4. 自治体広報誌の送付

5. 島の出身者のSNSの運営

6. 同窓会の開催

7. その他（具体的に： ）
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《Q9.で3. を選択した自治体対象》

Q12.将来のUターンに向けた働きかけとして、どのような取り組みをしていますか。次の選択肢から、当てはま

るものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 就職情報の提供

2. Uターン者の紹介

3. SOHOの支援

4. 自治体広報誌の送付

5. 島の出身者のSNSの運営

6. 同窓会の開催

7. その他（具体的に： ）

質問は以上です。ご協力いただき、誠に有難うございました。

【ご回答者】

自治体 市

郡 町

部署

お名前

電話番号

電子メールアドレス
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調査票案【3】-当初予定12町村

離島の中学生の進路に関する自治体調査

本調査では、離島の中学生の進路に関してお尋ねします。

回答が終わりましたら、調査票を xxxxx@icr.co.jp 宛に、電子メールに添付して返送してください。

【Ⅰ】中学生の卒業後の進路について

まず始めに、貴自治体の公立中学校の生徒の卒業後の進路についてお尋ねします。

《全自治体対象》

Q1.貴自治体の公立中学校の卒業生の最近5年間の進路を下表に記入してください。＜NA＞

(単位：人)

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

1. 高校(全日制)進学

2. 高校(通信制その他)進学

3. 高専(高等専門学校)進学

4. 専門学校(高等専修学校)進学

5. 就職

6. その他（具体的に：

）

中学校卒業生合計

《全自治体対象》

Q2.貴自治体の公立中学校の卒業生の進路にはどのような傾向や特徴及びその背景がありますか。＜FA＞

＜記載例＞“当島では農業が盛んであることから、農業系の進学率が高くなっている。”
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《全自治体対象》

Q3.貴自治体の公立中学校の卒業生が高校進学を希望する場合、島から離れなくてはならないことについて、

どのように考えていますか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 生徒が人間的に成長する機会である

2. 生徒の人間関係が広がる機会である

3. 生徒が様々な経験ができる機会である

4. 若者が一度、島を離れてしまうと、将来、島に帰って来る可能性が低い

5. 家族を帯同して本島等に移住してしまうケースがある

6. 高校進学を諦める中学生がいる

7. 教育の機会均等の観点から問題である

8. その他（具体的に： ）

《全自治体対象》

Q4.最近、テレビ会議システムなどのICT(情報通信技術)を活用することによって、島内の学校に通学しなが

ら、本土などの遠隔地の高校の授業を受けることができる新しい形態※の高校のあり方が検討されてい

ます。(※同級生とはICT技術により画面を通じてつながっている形態)

仮に、このような形態の高校を島内に設置することが可能になったとしたら、貴自治体では、設置に向け

て取り組みますか。次の選択肢から、最も考えに近いものを1つだけ選んでください。＜SA＞

1. 設置に向け、積極的に取り組みたい

2. 自治体の負担の規模等を踏まえ検討したい

3. 取り組む予定はない

4. その他（具体的に： ）

《全自治体対象》

Q5.貴自治体がそう考えるのはどうしてですか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつでも選んでください。

＜MA＞

1. ニーズがあると考えるため

2. ニーズがないと考えるため

3. 中学生が島を離れることを抑止できそうに思えないため

4. 自治体の負担が生じるため

5. 現状より保護者の負担が軽減されそうなため

6. 対象者が少ないため

7. 人材の確保が困難なため

8. その他（具体的に： ）

《全自治体対象》

Q6.貴自治体の公立中学校の卒業生の進路として、既存の通信制高校への進学者が少ないのはなぜです

か。＜FA＞
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【Ⅱ】教育上の課題について

次に、教育上の課題についてお尋ねします。

《全自治体対象》

Q7.離島の特性等による、貴自治体の教育上の課題には、どのようなものがありますか。次の選択肢から、当

てはまるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 児童・生徒が多様な価値観・意見に触れる機会が少ない

2. 児童・生徒の学力水準が低い

3. 児童・生徒の人間関係が固定化している

4. 教員の人数が少ない

5. プログラミング教育や英語学習など新しい教育課程を十分にこなせない

6. 文化的刺激(図書館・美術館・博物館等)が少ない

7. 部活動の種類や活動範囲に制約が大きい

8. 学習塾や習い事の機会が少ない

9. その他（具体的に： ）

10. 特に課題はない

《Q7.で1. ～9. を選択した自治体対象》

Q8.上記Q7.で掲げた課題の解決策はありますか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつでも選んでくださ

い。＜MA＞

1. 様々な児童・生徒と交流する機会を増やす

2. 教員の研修機会を増やす

3. 専門分野の教員から授業を受ける機会を増やす

4. 島の外に出る機会を増やす

5. その他（具体的に： ）
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【Ⅲ】高校進学に対する取り組みについて

次に、島を離れて高校に進学する/した生徒・保護者に対する取り組みについてお尋ねします。

《全自治体対象》

Q9.貴自治体では、島を離れて高校に進学する/した生徒・保護者に対して、どのような取り組みをしています

か。次の選択肢から、当てはまるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 経済的負担の軽減策をしている

2. 経済面以外の支援策をしている

3. 将来のUターンに向けた働きかけをしている

4. その他（具体的に： ）

5. 特に何もしていない

《Q9.で1. を選択した自治体対象》

Q10.経済的負担の軽減策として、どのような取り組みをしていますか。次の選択肢から、当てはまるものをいく

つでも選んでください。＜MA＞

1. 奨学金の給与

2. 奨学金の貸与

3. 奨学金の斡旋・紹介

4. 本島等に学生寮の整備

5. 下宿代等の一部補助

6. 交通費等の一部補助

7. その他の支援金の給付

8. その他（具体的に： ）

《Q9.で2. を選択した自治体対象》

Q11.経済面以外の支援策として、どのような取り組みをしていますか。次の選択肢から、当てはまるものをいく

つでも選んでください。＜MA＞

1. 進路情報の提供

2. 下宿・アパートの紹介

3. 島の出身者の紹介

4. 自治体広報誌の送付

5. 島の出身者のSNSの運営

6. 同窓会の開催

7. その他（具体的に： ）
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《Q9.で3. を選択した自治体対象》

Q12.将来のUターンに向けた働きかけとして、どのような取り組みをしていますか。次の選択肢から、当てはま

るものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 就職情報の提供

2. Uターン者の紹介

3. SOHOの支援

4. 自治体広報誌の送付

5. 島の出身者のSNSの運営

6. 同窓会の開催

7. その他（具体的に： ）

質問は以上です。ご協力いただき、誠に有難うございました。

【ご回答者】

自治体 郡 町・村

部署

お名前

電話番号

電子メールアドレス
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調査票案【4】-追加3市町

離島の中学生の進路に関する小中校長調査

本調査では、離島(うるま市津堅島・南城市久高島・本部町水納島)の中学生の進路に関してお尋ねします。

回答が終わりましたら、調査票を xxxxx@icr.co.jp 宛に、電子メールに添付して返送してください。

【Ⅰ】中学生の卒業後の進路について

まず始めに、貴自治体の津堅島・久高島・水納島に所在する公立中学校の生徒の卒業後の進路について

お尋ねします。

《全員対象》

Q1.貴自治体の津堅島・久高島・水納島に所在する公立中学校の卒業生が高校進学を希望する場合、島から

離れなくてはならないことについて、どのように考えていますか。次の選択肢から、当てはまるものをいく

つでも選んでください。＜MA＞

1. 生徒が人間的に成長する機会である

2. 生徒の人間関係が広がる機会である

3. 生徒が様々な経験ができる機会である

4. 若者が一度、島を離れてしまうと、将来、島に帰って来る可能性が低い

5. 家族を帯同して本島等に移住してしまうケースがある

6. 高校進学を諦める中学生がいる

7. 教育の機会均等の観点から問題である

8. その他（具体的に： ）
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【Ⅱ】教育上の課題について

次に、教育上の課題についてお尋ねします。

《全員対象》

Q2.離島の特性等による、貴校の教育上の課題には、どのようなものがありますか。次の選択肢から、当ては

まるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 児童・生徒が多様な価値観・意見に触れる機会が少ない

2. 児童・生徒の学力水準が低い

3. 児童・生徒の人間関係が固定化している

4. 教員の人数が少ない

5. プログラミング教育や英語学習など新しい教育課程を十分にこなせない

6. 文化的刺激(図書館・美術館・博物館等)が少ない

7. 部活動の種類や活動範囲に制約が大きい

8. 学習塾や習い事の機会が少ない

9. その他（具体的に： ）

10. 特に課題はない

《Q2.で1. ～9. を選択した校長先生対象》

Q3.上記Q7.で掲げた課題の解決策はありますか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつでも選んでくださ

い。＜MA＞

1. 様々な児童・生徒と交流する機会を増やす

2. 教員の研修機会を増やす

3. 専門分野の教員から授業を受ける機会を増やす

4. 島の外に出る機会を増やす

5. その他（具体的に： ）

質問は以上です。ご協力いただき、誠に有難うございました。

【ご回答者】

自治体 郡 町・村

学校 小・中学校

お名前

電話番号

電子メールアドレス
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調査票案【4】-当初予定12町村

離島の中学生の進路に関する小中校長調査

本調査では、離島の中学生の進路に関してお尋ねします。

回答が終わりましたら、調査票を xxxxx@icr.co.jp 宛に、電子メールに添付して返送してください。

【Ⅰ】中学生の卒業後の進路について

まず始めに、貴自治体の公立中学校の生徒の卒業後の進路についてお尋ねします。

《全員対象》

Q1.貴自治体の公立中学校の卒業生が高校進学を希望する場合、島から離れなくてはならないことについて、

どのように考えていますか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 生徒が人間的に成長する機会である

2. 生徒の人間関係が広がる機会である

3. 生徒が様々な経験ができる機会である

4. 若者が一度、島を離れてしまうと、将来、島に帰って来る可能性が低い

5. 家族を帯同して本島等に移住してしまうケースがある

6. 高校進学を諦める中学生がいる

7. 教育の機会均等の観点から問題である

8. その他（具体的に： ）
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【Ⅱ】教育上の課題について

次に、教育上の課題についてお尋ねします。

《全員対象》

Q2.離島の特性等による、貴校の教育上の課題には、どのようなものがありますか。次の選択肢から、当ては

まるものをいくつでも選んでください。＜MA＞

1. 児童・生徒が多様な価値観・意見に触れる機会が少ない

2. 児童・生徒の学力水準が低い

3. 児童・生徒の人間関係が固定化している

4. 教員の人数が少ない

5. プログラミング教育や英語学習など新しい教育課程を十分にこなせない

6. 文化的刺激(図書館・美術館・博物館等)が少ない

7. 部活動の種類や活動範囲に制約が大きい

8. 学習塾や習い事の機会が少ない

9. その他（具体的に： ）

10. 特に課題はない

《Q2.で1. ～9. を選択した校長先生対象》

Q3.上記Q7.で掲げた課題の解決策はありますか。次の選択肢から、当てはまるものをいくつでも選んでくださ

い。＜MA＞

1. 様々な児童・生徒と交流する機会を増やす

2. 教員の研修機会を増やす

3. 専門分野の教員から授業を受ける機会を増やす

4. 島の外に出る機会を増やす

5. その他（具体的に： ）

質問は以上です。ご協力いただき、誠に有難うございました。

【ご回答者】

自治体 郡 町・村

学校 小・中学校

お名前

電話番号

電子メールアドレス


	☆調査票案(【1①中3生】)0925
	☆調査票案(【1②中3生の保護者】)0925
	☆調査票案(【2①高1生】)0925
	☆調査票案(【2②高1生の保護者】)0925
	☆調査票案(【3自治体】-追加3市町)0924
	☆調査票案(【3自治体】-当初予定12町村)0924
	☆調査票案(【4小中校長】-追加3市町)0924
	☆調査票案(【4小中校長】-当初予定12町村)0924

