
- 資料 1 -

10

11

12

13

14

15
16

豊かな心をそだてる教育のアンケート (小学校低学年) 本文に戻る
ゆ た こころ きょういく

愛知県総合教育センター

アンケートのおねがい
これはテストではありません。

みなさんの学校生活をよりよくするためのものです。名前もかきませんので、あな
がっこう せいかつ な ま え

たの 考 えや思ったことをそのままこたえてください。
かんが おも

しつもんごとにあてはまるものを一つだけえらんで、その番号をこたえの中にかい
ひと ばんごう なか

てください。あてはまるものがないときは、一番近いものを答えてください。
いちばんちか こた

Ⅰ つぎのしつもんにあてはまる番号を一つだけえらんでかいてください。
ばんごう

(こたえ)
１ あなたは、何年生ですか。

なんねんせい

(1) 小 学２年生 (2) 小 学４年生 (3) 小 学６年生 1
しょうがく ねんせい しょうがく ねんせい しょうがく ねんせい

２ あなたは、男の子、女の子どちらですか。 (1) 男 (2) 女 2
お と この こ おん な のこ おとこ おんな

３ あなたの家は自分をいれて、何人かぞくですか。
いえ じ ぶ ん なんにん

(1) ２人～３人 (2) ４人 (3) ５人 (4) ６人～１０人 3

４ あなたには、きょうだいがいますか。 (1) は い (2) いいえ 4

５ あなたは、おじいちゃん、おばあちゃんといっしょにくらしていますか。

(1) は い (2) いいえ 5

６ あなたのよいところを一番分かってくれる人はだれですか。
いちばん わ ひと

(1) おとうさんおかあさん (2) おじいちゃんおばあちゃん (3) きょうだい

(4) 友だち (5) 学校の先生 (6) そのほか (7) だれもいない 6
とも がっこう せんせい

７ あなたに、やっていいこと、やっていけないことを一番教えてくれる人はだれですか。
いちばん おし ひと

(1) おとうさんおかあさん (2) おじいちゃんおばあちゃん (3) きょうだい

(4) 友だち (5) 学校の先生 (6) そのほか (7) だれもいない 7
とも がっこう せんせい

８ あなたにとって、自分が一番ゆったりできる場しょはどこですか。
じ ぶ ん いちばん ば

(1) 自分の家 (2) 学校 (3) 友だちの家 (4) そのほか 8
じ ぶ ん いえ がっこう とも いえ

９ あなたは、あさごはんをかぞくといっしょにたべますか。

(1) かぞくといっしょにたべる (2) どちらかといえばいっしょにたべる

(3) どちらかといえばいっしょにたべない (4) 一人でたべる 9
(5) あさごはんはたべない

Ⅱ つぎのことについて、あなたはどのくらいしたことがありますか。下の(1)から(4)の
した

中からあてはまる番号を一つだけえらんでかいてください。
なか ばんごう

(1)よくある (2)どちらかといえばある

(3)どちらかといえばない (4)ぜんぜんない

10 家でどうぶつや虫、花や野さいをそだてた。
いえ むし はな や

11 ものがたりなどの本をよんだ。
ほん

12 こまっているときにたすけてもらった。

13 友だちと外でおもいっきりあそんだ。
とも そと

14 わるいことをして、おとうさん、おかあさんにつよくしかられた。

15 おとうさん、おかあさんや先生にほめられた。
せんせい

16 自分のしたことで、よその人からしかられた。
じぶ ん ひと
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Ⅲ つぎのことについて、あなたはどう思いますか。下の(1)から(4)の中からあてはまる
おも した なか

番号を一つだけえらんでかいてください。
ばんごう

(1)そう思う (2)どちらかといえばそう思う
おも おも

(3)どちらかといえばそう思わない (4)ぜんぜん思わない
おも おも

17 自分のことがすき。
じ ぶ ん

18 自分にはよいところがあると思う。
じ ぶ ん おも

19 自分はみんなのやくに立っていると思う。
じ ぶ ん た おも

20 時間をまもることはたいせつだと思う。
じ か ん おも

21 自分のかかりのしごとを、しっかりとすることはたいせつだと思う。
じ ぶ ん おも

22 いの ちはたいせつだと思う。
おも

23 学校のきまりをまもることはたいせつだと思う。
がっこう おも

24 人にやさしくすることはたいせつだと思う。
ひと おも

25 自然やかんきょうについて、かんがえることはたいせつだと思う。
し ぜ ん おも

Ⅳ つぎの行どうについて､あなたはどう思いますか。下の(1)から(3)の中からあてはま
こう おも した なか

る番号を一つだけえらんでかいてください。
ばんごう

(1)わるいことではない (2)わるいこと (3)その人の自ゆう
ひと じ

26 人のものをとること。
ひと

27 じゅぎょう中にかってに立ち歩くこと。
ちゅう た ある

28 おとうさん、おかあさんや先生の言うことをきかないこと。
せんせい い

29 もえるゴミ、もえないゴミに分けないですてること。
わ

30 かかとをふみつけてクツをはくこと。

31 ならびじゅんをまもらず、れつにわりこみをすること。

32 でん車の中で、大きな声ではなすこと。
しゃ なか おお こえ

33 でん車の中で、お年よりや体のふ自ゆうな人にせきをゆずらないこと。
しゃ なか とし からだ じ ひと

Ⅴ つぎのことについて、あなたの行どうはどうですか。下の(1)から(4)の中からあては
こう した なか

まる番号を一つだけえらんでかいてください。
ばんごう

(1)よくあてはまる (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)ぜんぜんあてはまらない

34 いろいろなことを自分からすすんでしている。
じぶん

35 時間をまもっている。
じ か ん

36 自分のかかりのしごとを、しっかりとしている。
じ ぶ ん

37 いのちをたいせつにしている。

38 学校のきまりをまもっている。
がっこう

39 人 にやさしくしている。
ひと

40 自然やかんきょうをまもっている。
し ぜ ん

すべて答えましたか、もう一どみてください。
こた

ありがとうございました。
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豊かな心をはぐくむ教育のアンケート（小学校中高学年）
ゆ た きょういく

愛知県総合教育センター

アンケートのお願い
ねが

これはテストではありません。

みなさんの学校生活をよりよくする研 究に役立てるものです。名前も書きません
がっこうせいかつ けんきゅう や く だ

ので、あなたの考えや思ったこと、生活の様子をありのままに答えてください。
せいかつ よ う す こた

質問ごとにあてはまるものを一つだけえらんで、その番号を の中に書いて
しつもん

ください。あてはまるものがないときは、一番近いものを答えてください。

Ⅰ 次の質問にあてはまる番号を一つだけえらんで書いてください。
しつもん

１ あなたは何年生ですか。
なんねんせい

(1) 小学２年生 (2) 小学４年生 (3) 小学６年生
1

２ あなたの性別はどちらですか。 (1) 男 (2) 女 2
せいべつ

３ あなたの家は自分をふくめて何人家族ですか。
か ぞ く

(1) ３人以下 (2) ４人 (3) ５人 (4) ６人以上 3

４ あなたにはきょうだいがいますか。 (1) はい (2) いいえ 4

５ あなたはおじいちゃん、おばあちゃんといっしょにくらしていますか。

(1) はい (2) いいえ 5

６ あなたのよいところを一番分かってくれる人はだれですか。
わ

(1) 親 (2) おじいちゃんおばあちゃん (3) きょうだい (4) 友だち

(5) 学校の先生 (6) その他 (7) だれもいない 6

７ あなたに、よいこと、悪いことの区別を一番教えてくれる人はだれですか。
く べ つ

(1) 親 (2) おじいちゃんおばあちゃん (3) きょうだい (4) 友だち

(5) 学校の先生 (6) その他 (7) だれもいない 7

８ あなたにとって自分が一番落ち着く場所はどこですか。

(1) 自分の家 (2) 学校 (3) 友だちの家 (4) その他 8

９ あなたは朝食を家族といっしょに食べますか。

(1) 家族といっしょに食べる (2) どちらかといえばいっしょに食べる 9
(3) どちらかといえばいっしょに食べない (4) 一人で食べる

(5) 朝食は食べない

Ⅱ 次のことについて、あなたはどのくらい体験したことがありますか。下の(1)から(4)
たいけん

の中からあてはまる番号を一つだけえらんで書いてください。

(1)よくある (2)どちらかといえばある

(3)どちらかといえばない (4)ぜんぜんない

10 家で動物や植物を育てた。

11 物語や伝記などを読んだ（マンガはのぞく）。

12 困っている時に、助けてもらった。
こま

13 友だちと外でおもいっきり遊んだ。

14 悪いことをして、親に強くしかられた。

15 親や先生にほめられた。

16 自分のしたことで、近所の人から注意された。
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Ⅲ 次のことについて、あなたはどう思いますか。下の(1)から(4)の中からあてはまる番

号を一つだけえらんで書いてください。

(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)ぜんぜん思わない

17 自分のことが好きである。

18 自分にはよいところがある。

19 自分は人の役に立っている。

20 時間を守ることは大切である。

21 自分の役割や仕事を、責任をもって果たすことは大切である。
やくわり せきにん は

22 いのちは大切である。

23 学校のきまりを守ることは大切である。
まも

24 人にやさしくすることは大切である。

25 自然や環 境について考えることは大切である。
しぜ ん かんきょう

Ⅳ 次の行動について、あなたはどう思いますか。下の(1)から(3)の中からあてはまる番
こうどう

号を一つだけえらんで書いてください。

(1)悪いことではない (2)悪いこと (3)本人の自由

26 人のものをとること。

27 授 業 中に勝手に立ち歩くこと。
じゅぎょうちゅう か っ て

28 親や先生の言うことをきかないこと。

29 ゴミの分別をしないこと。
ぶんべつ

30 かかとをふみつけてクツをはくこと。

31 並び順を守らず、列に割り込みをすること。
なら まも れつ わ こ

32 電車の中で、大声で話すこと。

33 電車の中で、お年寄や体の不自由な方に席をゆずらないこと。
としより

Ⅴ 次のことについて、あなた自身の行動はどうですか。下の(1)から(4)の中からあては
こうどう

まる番号を一つだけえらんで書いてください。

(1)よくあてはまる (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)ぜんぜんあてはまらない

34 いろいろなことに自分から進んでチャレンジしている。

35 時間を守っている。
まも

36 自分の役割や仕事を、責任をもって果たしている。
やくわり せきにん は

37 いのちを大切にしている。

38 学校のきまりを守っている。
まも

39 人にやさしくしている。

40 自然保護や環 境保護に心掛けている。
し ぜ ん ほ ご かんきょう ほ ご が

すべて答えましたか、もう一度見てください。

すべて答え終わったら の中に答えた番号を回答カードにマークしてください。
かいとう

ありがとうございました。
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豊かな心をはぐくむ教育のアンケート（中学・高校生）
愛知県総合教育センター

アンケートのお願い
このアンケートは、みなさんの学校生活をよりよくする研究に役立て

るものです。名前も書きませんので、あなたの考えや思ったこと、生活

の様子をありのままに答えてください。

（回答のしかた）

質問ごとにあてはまるものを一つだけ選んで、その番号を の中に書き込んでく

ださい。あてはまるものがないときは深く考えず、一番近いものを回答してください。

Ⅰ 次の質問にあてはまる番号を一つだけ選んでください。

１ あなたは何年生ですか。

(1) 小学２年生 (2) 小学４年生 (3) 小学６年生 １

(4) 中学１年生 (5) 中学２年生 (6) 中学３年生

(7) 高校１年生 (8) 高校２年生 (9) 高校３年生

２ あなたの性別はどちらですか。 (1) 男 (2) 女 ２

３ あなたの家は自分を含めて何人家族ですか。

(1) ３人以下 (2) ４人 (3) ５人 (4) ６人以上 ３

４ あなたには兄弟姉妹がいますか。 (1) はい (2) いいえ ４

５ あなたは祖父母といっしょに暮らしていますか。

(1) はい (2) いいえ ５

６ あなたのよいところを一番分かってくれる人は次のだれですか。

(1) 親 (2) 祖父母 (3) 兄弟姉妹 (4) 友だち (5) 学校の先生

(6) その他 (7) 誰もいない ６

７ あなたに、よいことと悪いことの区別を教えてくれる人は次のだれですか。

(1) 親 (2) 祖父母 (3) 兄弟姉妹 (4) 友だち (5) 学校の先生

(6) その他 (7) 誰もいない ７

８ あなたにとって自分が一番落ち着く場所はどこですか。

(1) 自分の家 (2) 学校 (3) 友だちの家 (4) その他 ８

９ あなたは朝食を家族と一緒に食べますか。

(1) 一緒に食べる (2) どちらかといえば一緒に食べる ９

(3) どちらかといえば一緒に食べない (4) 一人で食べる (5) 朝食は食べない

Ⅱ 次のことについて、あなたはどのくらい体験したことがありますか。下の(1)から(4)

の中からあてはまる番号を一つだけ選んでください。

(1)よくある (2)どちらかといえばある (3)どちらかといえばない (4)全然ない

10 家で動物や植物を育てた。
10

11 小説や伝記など、読書（マンガはのぞく）に親しんでいる。
11

12 困っている時に助けてもらった。 12

13 友だちと屋外でおもいっきり遊んだ。
13

14 悪いことをして、親に強くしかられた。
14

15 親や先生にほめられた。
15

16 自分のしたことで、近所の人から注意された。
16

Ⅲ 次のことについて、あなたはどう思いますか。下の(1)から(4)の中からあてはまる番

号を一つだけ選んでください。

(1)よくあてはまる (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)全然あてはまらない

17 自分自身のことが好きである。
17
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18 自分には、よいところがある。 18

19 自分は人の役に立っている。
19

20 時間を守ることは大切である。 20

21 自分の役割や仕事を、責任をもって果たすことは大切である。
21

22 いのちは大切である。
22

23 学校のきまりを守ることは大切である。 23

24 人にやさしくすることは大切である。
24

25 自然や環境を守ることは大切である。
25

Ⅳ 次の行動について、あなたはどう思いますか。下の(1)から(3)の中からあてはまる番

号を一つだけ選んでください。

(1)悪いことではない (2)悪いこと (3)本人の自由

26 人のものをとること。 26

27 授業を抜け出すこと。
27

28 親や先生の言うことをきかないこと。
28

29 ゴミの分別をしないこと。
29

30 かかとを踏みつけてクツをはくこと。
30

31 並び順を守らず、列に割り込みをすること。 31

32 電車内や駅で大声で話すこと。
32

33 電車内で、お年寄りや体の不自由な方に席を譲らないこと。
33

Ⅴ 次のことについて、あなたの行動はどうですか。下の(1)から(4)の中からあてはまる

番号を一つだけ選んでください。

(1)よくあてはまる (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)全然あてはまらないない

34 あらゆることに自分から進んでチャレンジしている。 34

35 時間を守っている。
35

36 自分の役割や仕事を、責任をもって果たしている。
36

37 いのちを大切にしている。
37

38 学校のきまりを守っている。
38

39 人にやさしくしている。 39

40 自然保護や環境保護に心掛けている。
40

すべて答え終わったら､ の中に答えた番号を回答カードにマークして
ください。

ありがとうございました。

本文に戻る


