高校生意識調査
・これは全国の高校生のみなさんを対象とする意識調査です。無記名式ですので、思ったこと・感
じたことにしたがって、ありのままに答えてください。
・特に指定のない場合は、答えは一つだけ選んでください。
・質問が多いので、問題番号と解答欄がずれないように、特に注意してください。
（全国公民科・社会科教育研究会）
あなたは、次の各項目についてどのように思いますか。次の４段階で答えてください。

I

[1]その通り [2]どちらかと言えばその通り [3]どちらかと言えば違う [4]違う
1. 私は自分に満足している
2. 私はダメな人間だと思うことがよくある
3. 私には長所がたくさんある
4. 私は普通の人と同じくらいやっていく力はある
5. .私は役に立たない人間だ
6. 私には自慢できるところがない
7. 私は少なくとも他の人たちと同じくらいは価値のある人間である
8. 私はもっと自分自身を尊敬する気持ちになれないものかと思う
9. 私は結局のところ人生の失敗者だと思いたくなる
10. 私はいつも自分自身を肯定的に認めている
II あなたは行動を起こすときに、次のことをどれほど重視しますか。次の４段階で答えてください。
[1]する [2]どちらかと言えばする [3]どちらかと言えばしない [4]しない
11. 正しいか正しくないか
12. 他人や世の中の役に立つか立たないか
13. 自分にとって面白いか面白くないか
14. 人によく思われるか悪く思われるか
15. 自分の利益になるかならないか
Ⅲ

あなたは次のそれぞれの意見についてどのように思いますか。次の４段階で答えてください。

[1]その通り [2]どちらかと言えばその通り [3]どちらかと言えば違う [4]違う
16. 働く事や勉強する事は最低限にして、自由な生活を楽しみたい
17. 人と付き合うときは、お互いにブライパシーを侵さないようにしたい
18. 自分一人が努力しても、世の中は良くならない
19. 何事も、自分でやってみないとわからない
20. ボランティア活動や奉仕活動をしたい
21. いつでも自分の気持ちに素直に行動すべきだ
22. 他人のために時間を取られたくない
23. 自分で納得のいかないことは、絶対にしない
以上で 23 問が終わりました。問題番号と解答欄がずれていないか確認したら、次に進んでくだ
さい。
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Ⅳ

あなたは公民科（「現代社会」「政治・経済」「倫理」）の授業で、以下に挙げるような方法

の授業をやってほしい（もっとやりたい）と思いますか。それぞれ、次の [1]～[5]から選んでくだ
さい。
[1] やってほしい（もっとやりたい）

[2] どちらかといえばやってほしい（もっとやりたい）

[3] どちらかといえばやってほしくない（やりたくない）

[4] やってほしくない（やりたくない）

[5] わからない
24 講義（先生の話が中心）
25 問題演習（入試対策など）
26 作業学習（学習ノー卜、図表などの作成)
27 調査・研究（テーマについて自分で調べてレポートなどにまとめる）
28 グループ討論（隣の人やグループなどで討論する）
29 映像教材を見る授業
30 情報機器（パソコン等）を使った授業
31 フィールドワーク（野外調査や地域調査）
32 シミュレーションやロールプレイ、ケーススタディなど実例や体験による授業
33 思想家などの書いた文章を読む授業
34 外部から講師を呼んで行う授業
Ⅴ

あなたは公民科（「現代社会」「政治・経済」「倫理」）の授業で、以下に挙げるような内容

の授業をやってほしい（もっとやりたい）と思いますか。それぞれ、次の [1]～[5]から選んでくだ
さい。
[1] やってほしい（もっとやりたい）

[2] どちらかといえばやってほしい（もっとやりたい）

[3] どちらかといえばやってほしくない（やりたくない）

[4] やってほしくない（やりたくない）

[5] わからない
35 日本の政治 36 日本の経済 37 国際政治・経済
40 世界の思想・文化
Ⅵ

38 青年の心理 39 日本の思想・文化

41 現代社会の問題（生命、情報、環境などの社会問題）

以下のそれぞれの問に答えて下さい。

42.高校生にとって、心を開いて話せる友人を持つことは、どれくらい大切なことだと思いますか。
[1]非常に大切 [2]どちらかといえば大切 [3]あまり大切ではない [4]大切ではない
43.高校生にとって、いっしょに楽しんだり遊んだりする友人を得ることは、どれくらい大切なこと
だと思いますか。
[1]非常に大切 [2]どちらかといえば大切 [3]あまり大切ではない [4]大切ではない
44.あなたには、心を開いて話せる友人がいますか。
[1]はい [2]いいえ
45.あなたには、一緒に楽しんだり遊んだりする友人がいますか。
[1]はい[2]いいえ
46.あなたは、友人との関係に満足していますか。
[1]満足している

[2]どちらかと言えば満足している [3]どちらかと言えばしていない [4]満足

していない
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47.あなたは、家庭生活に満足していますか。
[1]満足している [2]どちらかと言えば満足している [3]どちらかと言えば満足していない [4]満
足していない
48.あなたは、保護者と理解し合えていると思いますか。
[1]思う [2]どちらかと言えば思う [3]どちらかと言えば思わない [4]思わない
49.あなたが高校生になってから、次に挙げる問題について、保護者との間でとても歩み寄れないと
思うほど意見が対立したことがありますか。 (いくつでも。なければマークしない)
[1]勉強や進路のこと [2]アルバイトのこと [3]スマホ・ゲーム・ネットなどのこと
[4]友人や異性との付き合いについて [5]生活態度について [6]お金の使い方について
[7]服装・頭髪や持ち物のこと [8]人生観や社会間題について [9]バイクや自動車のこと [0]その他
50.あなたの保護者はあなたが高校生になってから、あなたを信頼して責任を持たせるようになった
と思いますか。
[1]思う [2]どちらかと言えば思う [3]どちらかと言えば思わない [4] 思わない
51.あなたは、自分が一人前の大人になったと思えるのはいつ頃だと思いますか。
[1]今、そう思う [2]18 歳で選挙権を得た時 [3]高校を卒業したとき [4]20 歲になったとき
[5]就職したとき [6]家族から独立して暮らすようになったとき [7]結婚したとき
[8]子どもが生まれたとき [9]その他 [0]わからない
52.あなたは、選挙権を得たら投票に行くと思いますか。（すでに選挙権のある人もこれからのこと
として答えて下さい）
[1]行くと思う [2]どちらかと言えば行くと思う [3]どちらかと言えば行かないと思う [4]行かな
いと思う
53-55.次のそれぞれの意見について、あなたはどう思いますか。
[1]そう思う [2]どちらかと言えばそう思う [3]どちらかと言えばそう思わない [4]そう思わない
53 私の参加により、変えてほしい社会現象が少し変えられるかもしれない
54 社会の事はとても複雑で、私が関与したくない
55 私個人の力では政府の決定に影響を与えられない
56.あなたは、学校生活に満足していますか。
[1]満足している [2]どちらかと言えば満足している [3]どちらかと言えば满足していない [4]満足
していない
57.あなたが在籍している学校は、あなたが入学を希望していた学校ですか。
[1]希望していた学校である [2]どちらかと言えば希望していた学校である
[3]どちらかと言えば希望していなかった学校である [4]希望していなかった学校である
58.あなたは、学校の授業についていけますか。
[1]すべての教科についていける [2]だいたいの教科についていける
[3]多くの教科についていけない [4]すべての教科についていけない
59.あなたの希望する卒業後の進路は、次のどれですか。
[1]就職

[2]專修•専門学校 [3]短期大学 [4]四年制大学 [5]その他 [6]未定•わからない

60.あなたは、高校教育における指導として、次のうちのどれに最も期待していますか。
[1]知識や教養を身につけるための指導

[2]進路（進学・就職）決定のための指導

[3]基本的生活習慣(しつけなど）の指導

[4]生き方など人格形成のための指導
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61.あなたは、クラブ活動・部活動は大切だと思いますか。
[1]思う [2]どちらかと言えば思う [3]どちらかと言えば思わない [4]思わない
62.あなたは、生徒会活動や委員会活動は大切だと思いますか。
[1]思う [2]どちらかと言えば思う [3]どちらかと言えば思わない [4]思わない
63.あなたは、学校生活のどのような場面で、自分の生き方や考え方、ものごとの見方などについて
考えさせられましたか。 (3 つまで)
[1]授業 [2]先生との関係 [3]友人関係 [4]ホームルーム活動 [5]クラブ活動・部活動 [6]学校行事
[7]生徒会活動や委員会活動 [8]総合的な学習の時間 [9]その他
[0]学校生活ではそのような経験がない
64.あなたにはＳＮＳだけでつながっている人が何人ぐらいいますかいますか。
[1] ０人

[2] １～２人

[3] ３～４人

[4]５～１０人

[5] １１～２０人

[6] ２０人以上

65-70.あなたはスマホやネットを利用するに当たって、次のそれぞれの事についてどの程度気をつ
けていますか。[1]～[4]から
[1]

十分に気をつけている

[2] あまり気をつけていない

[3] 全く気をつけていない

[4] 利用

していない
65 他人の写真を本人の承諾なしにアップしない
66 他人の個人情報（氏名など）を本人の承諾なしにアップしない。
67 悪口と思われるような内容を書きこまない
68 時間を使いすぎない
69 お金を使いすぎない
70 キャラクターの無断使用や文書のコピペ利用など（著作権侵害）をしない
71.あなたは今後日本で経済格差が広がってもかまわないと思いますか。
[1]思う [2]どちらかと言えば思う [3]どちらかと言えば思わない [4]思わない
72.あなたがこれから生きていく上で大切にしたいことは、次のうちから一つ選ぶとすればどれです
か。
[1]経済的に豊かになる [2]社会的な地位を得る [3]職業を通じて自己を実現する
[4]自分の好きなように暮らす [5]社会のために尽くす [6]なごやかな家庭生活を築く
73.あなたは、これからの社会について、どんなことに不安を感じますか。 (3 つまで。なければマ
一クしない)
[1]日本の政治 [2]国際関係や戦争・紛争 [3]資源•エネルギー問題 [4]人口や食糧の問題
[5]日本の経済 [6]犯罪 [7]環境問題 [8]少子・高齢社会 [9]失業や雇用の問題 [0]その他

質問は以上で終わりです。問題番号と解答欄がずれていないか、もう一度確認してください。
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