
 

①あなたが邇摩高校を志望した動機は？

ア：自分の適性
イ：将来の進路
ウ：通学の便
エ：家庭の事情

オ：その他

※ 男女ともに、ア・イの割合が多い。

ア． イ．

男子 11人 男子 28人

女子 13人 女子 24人

②邇摩高校への進路決定にあたり、相談した人は？

ア：中学校の先生
イ：保護者
ウ：兄弟・姉妹
エ：親戚
オ：先輩
カ：友達
キ：その他

※ 男女ともに相談相手の１位は保護者。
（男子：22名、女子18名）

※ 保護者、中学校の先生に次いで友達。

③総合学科と普通科、専門学科の違いを知っていますか？

ア：知っている
イ：ある程度知っている
ウ：知らない

※ ア・イを合わせた割合は92％。

④あなたは、どの『系列』に進もうと考えていますか？  次の系列の中から選んでください

ア：ビジネス系列
イ：生活系列 系列の中で専攻したいもの、
ウ：農業系列 または興味のあるものは？
エ：文化系列 情報会計 7
オ：福祉系列 流通 3
カ：未定 食物 18

被服 4
※ 生活系列、特に食物の希望 保育 8
　が多い。次いで福祉系列。 草花 4

野菜 2
食品製造 2
無回答 14

平成31年度　入学生　　入学動機調査

ア 16人
20%

イ 40人
51%

ウ 5人 6%

エ 0人 0%

オ 2人 2%

カ 14人
18% キ 2人 3%

ア 24人
30%

イ 52人
66%

ウ 0人
0%

エ 0人
0%

オ 3人
4%

ア 13人
16%

イ 60人 76%

ウ 6人 8%

ア 10人
13%

イ 31人
39%

ウ 9人
11%

エ 7人
9%

オ 15人
19%

カ 7人
9%



 

 

 

 

 

 

⑤卒業後の進路はどのように考えていますか？

ア：４年制大学進学
イ：短大進学
ウ：専門学校進学
エ：就職
オ：自営・家業
カ：未定

※ 専門学校進学、就職希望が多いが、１/４は未定。

　就職希望者の内訳は、男子14名、女子12名。

⑥邇摩高校のどのような特色にひかれますか？

ア：校風や環境がよい
イ：自分の個性を伸ばせる
ウ：自主的な科目選択が出来る
エ：普通科目、専門科目両方学べる
オ：資格が取得できる
カ：未定

※ 男女ともウ（自主的な科目選択）の割合が高い。

　（男子14名、女子15名）

⑦邇摩高校に期待することは何ですか？

ア：分かりやすい授業
イ：学力をつけること
ウ：専門的な知識・資格取得のための指導

エ：就職・進学の進路保障
オ：楽しい学校生活
カ：その他

※ 資格の取得、分かりやすい授業への期待が大きい。

ア 4人
5%

イ 3人
4%

ウ 27人
34%

エ 26人 33%

オ 0人 0%

カ 19人 24%

ア 8人
10%

イ 18人
23%

ウ 29人 37%
エ 5人
6%

オ 17人
21%

カ 2人
3%

ア 23人
29%

イ 7人
9%ウ 24人

30%

エ 13人
17%

オ 12人
15%

カ 0人
0%



 

ａ）中学校と違う点　　

＜授業に関すること＞ ＜部活動に関すること＞
グループで考える回数が増えた 部活動がたくさんある
一人ひとりに合った学習方法
科目の多さ
(自分の夢に向かって)系列が分かれている<7> ＜校則に関すること＞
資格取得ができる<2> 制服が違う
テストが多い 携帯電話は校舎外で使用するところ。<2>
専門的なことが学べる 身なりについて厳しくなったところ。
（1年の後半から）系列を選べる<2> 校内のルール
上下関係があまりない 校則が中学校よりも厳しいところがある。
人によって授業が違うことがある
将来に向けての学習がメイン
理科がないこと ＜学校生活全般＞
自分に合った進路の科目を選べる 給食ではなく弁当<6>
授業が様々(理科がない) 電車通学<3>
学びたい系列について学べる 系列を自分で選ぶ
授業選択がある 昼休みが短い<3>
系列で使う教室など、いろいろな教室がたくさんある チャイムがある
（系列があり）専門的なことが学べる<3> 朝、掃除がある
５教科以外の教科がある 義務教育ではない
学年で授業をすることが多い 進路も決める
授業の内容が濃い 校舎が広い
５系列あること<3> 自販機がある
授業の速度<2> ケータイがOK
選択授業、系列など、自分で選べる<4> いろんな中学校の人がいた。
授業一つ一つに個性がある 全てが自己管理になっている
「産業社会と人間」の授業がある 机の配置
科目名（数学→数Ⅰなど） チャイムがある<2>
専門的に学べる<2> 弁当をみんなで食べるところ
将来の夢に一歩でも近づけること 通学手段
話を聴きながらメモをとること 昼休みがとても短い
ガイダンスがたくさんあること ロッカールームがない
わかりやすい 朝そうじがあること
体験授業がある 義務教育ではない<2>
授業中が静か 先生が全て連絡するではなく、生徒が自分で考えて行動する<2>

将来を予想しておくこと 環境が違う<2>
グループで話すことが多い 月曜日が６時間目まであること
授業の内容が難しい 昼食時間と昼休憩が一緒になっている
考える回数が増えた 先生との距離が遠い
系列を選択するところ。 楽しさ
丁寧なところ。 給食がない
分かりやすいところ。 昼休みが短いところ。<3>
楽しいところ。 掃除が朝にあるところ。<3>
人が多いところ。 朝読書がないところ。
授業の進むはやさが違うところ。<2> 通学の方法が違うところ。<2>
自分の得意なところが伸ばせそうなところ。 義務教育ではないところ。
夢に向かえる第１歩。 将来を考えたところ。
授業の進むスピードが速いところ。<2> 先生が優しいところ。<2>
将来について学べることが多くなったところ。 知らない人が多いところ。
流れなど授業の最初に話しているところ。 静かなところ。
黒板に紙などが貼っていないところ。 雰囲気が違うところ。
行きたい方向を選べるところ。 保護者宛のプリントが青だというところ。
資格取得ができるところ。 お弁当だというところ。
将来の進路について考えられるところ。 大人の一員として扱ってもらえる。
授業が少ないところ。 校舎が広いところ。<2>
科目の選択が細かいところ。 様々なことが自主的なところ。
真面目に授業が受けられるところ。 様々なことが学べるところ。
様々なことがあるところ。 校内に自動販売機があるところ。
メモを取るというところを大事にしているところ<2>
校外活動が多いところ。
評定で１があると進級できないところ。



 

＜授業に関すること＞ 教室が少ない
中学校の復習ができる 先生の生徒に対する思いやりが強い
スピードが早いと思っていた 先生が優しい
科目が多い モデルがある
授業が分かりやすい 上下関係が厳しいと思っていた。
知らない授業がたくさんある 校則がもっと厳しいと思っていた
難しい 実習棟と教室が離れている
数学、英語にⅠとかCがついていること (1年)教室が3階
授業でグループで考えることが多い ほぼ大人として見られる
系列体験 地域と多くかかわる
授業が楽しい 個人の考えを深く取り入れる
いろいろな系列・科目があること 学校全体の雰囲気
系列の中にモデルがあること 1つの階に１学年の教室しかないこと
専門的な知識が学べる 教室の数
教科が違う 購買があると思っていたこと
難しそう いろいろなものを自分で管理すること
授業のスピード 掃除が朝ある。
プロジェクターを使った授業 先輩が優しい。
系列を7月に選ぶこと 友達ができた
1年から系列について学ぶこと 学校が終わる時間が早い
ガイダンスを聴いてから系列を決めること メモをとるようになった
１年生がそろって授業をすることがあるところ。 弁当になった
メモを取りながら受けることが多いところ。 校内が広くて迷う
細かく分かれているところ。 クラス数が少ない
思ったより真剣に取り組んでいるところ。 楽しい
授業が分かりやすいところ。 忙しい
授業が少ないところ。 掃除で雑巾を使うことが少ない
系列を選択する時期が意外にも早いところ。 トイレのスリッパがない
地域とのつながりを大事にしているところ。 昼休みが少ない
車いすをいっぱい押せると思っていたところ。 同じ中学でのグループが固まっている

いじめをしっかりと考えてくれている
アニメと違って長々と保健室では休めないところ。

＜部活動に関すること＞ 昼休みが長いと思っていたところ。
兼部できることを知らなかった 友達がすぐにできないと思っていたができたところ。
部活動が多い いじめをしっかりと考えてくれている

アニメと違って長々と保健室では休めないところ。
昼休みが長いと思っていたところ。

＜校則に関すること＞ 友達がすぐにできないと思っていたができたところ。
スマホを校内で使用しない 先輩がすごく優しいところ。
厳しい 悪い人たちがたくさんいると思っていたがそうでもなかったところ。

指定されたグラウンドシューズがある 先生はサポートをしてくれないと思っていたが違っていたところ。

校則が厳しいところ。 掃除をする時間が違うところ。
身だしなみに関して厳しいところ。 同じ教室が１、２に分かれているところ。

先生が優しいところ。
授業の進むはやさが違うところ。

＜学校生活全般＞ 先輩後輩が仲が良さそうなところ。
朝に掃除がある 帰宅時間が遅くなりそうなところ。
校舎が広い、学校が大きい 先生との距離感が近くなって良いところ。
先輩が怖いイメージだったけど優しかった 人との関わりが多いところ。
先輩が怖い 遠足があるところ。
先生とのコミュニケーションがとても取りやすい 真面目だけど明るいところ。
居心地が良い 帰宅時間が意外と速いところ。
楽しい 中学校と全然違うところ。
厳しい 学校が広く、迷いやすいところ。
学校がきれい 奥が深いところ。
人が多い 色々な中学校から来た生徒と関わるところ。
昼休みが短い 校舎がもっと古いと思っていたところ。
人数が少ない

ｂ)自分が思っていたことと違う点


