
令和２年度入学生 入学動機調査 結果 

入学生を対象に毎年実施しているアンケートの結果です。今年は４月１０日におこないました。 

 

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 15人 男子 26人

女子 11人 女子 40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：31名、女子31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 12
オ：福祉系列 流通 3
カ：未定 食物 17

被服 7
保育 11
草花 1

　　　　　　 野菜 3
食品製造 4
無回答 16

※ 生活系列、特に食物の
希望が多い。次いでビジネ
ス系列、福祉系列

ア 18人
18%

イ 62人 63%

ウ 5人 5%

エ 0人 0%

オ 2人 2% カ 9人 9%
キ 2人 2%

ア 26人
27%

イ 66人 67%

ウ 3人 3%

エ 2人 2% オ 1人 1%

ア 14人
14%

イ 76人 78%

ウ 8人 8%

ア 15人
15%

イ 38人
39%

ウ 9人
9%

エ 10人
10%

オ 14人
14%

カ 12人
12%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1８名、女子1３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

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、楽しい学校生活への期待が大きい。

※ 男女ともウ（自主的な科目選択）の割合が高
い。（男子17名、女子17名）次に多いのは資格
が取得できる

ア 13人
13%

イ 2人
2%

ウ 38人
39%エ 14人

14%

オ 31人
32%

カ 0人 0%

ア ７人７%

イ 10人
10%

ウ 33人

エ 31人

オ 0人
0%

カ 24人

ア 7人7%

イ 14人
14%

ウ 34人 35%
エ 19人

オ 22人
22%

カ 2人 2%



 

ａ）中学校と違う点

＜授業に関すること＞ ＜学校生活全般＞
・専門的なことが学べる<9> ・給食ではなく弁当<17>

・系列を選べる<5> ・自動販売機がある<2>

・科目の種類 ・ご飯を自由なところで食べられる<2>

・教科・科目の名称(名称が難しい）<2> ・登校のしかた。通学方法<3>

・自分の受けたい授業を選択できる。選択科目がある<6> ・電車通学が多い

・科目を選択して自分が学びたいことを勉強すること<3> ・ケータイがOK<9>

・授業選択がある<９> ・始業時間が早い

・いろいろな系列がある<2> ・一日の時程が違う

・自分のやりたいコースがある ・6限までしても帰りの時間が早い

・人によって授業が違う ・時間配分が違う

・音楽か工芸か、どちらか選ぶ ・掃除時間が短い

・単位制である ・校舎が広い<15>

・系列で使う教室など、いろいろな教室がたくさんある<2> ・校舎が複雑。さまざまな教室、実習室がある<6>

・学習方法や内容 ・職員室が沢山ある

・自主的に行動しなくてはいけない。 ・学校内の環境が良かった<2>

・勉強と部活の両立を頑張りたい ・トイレのきれいさ

・充実した学校生活を送りたい ・グラウンドが複数ある

・わかりやすい授業の説明があること ・屋上がある

・将来に向けての学習がメイン ・人数が多い。クラスが複数ある<7>

・しっかり勉強する ・出身中学が多様。知らない人が多い<2>

・時間割が決まっている<3> ・クラスの環境・雰囲気<3>

・初対面の人が多い

・義務教育ではない<3>

・2年生、3年生に進級できるかわからない

＜部活動に関すること＞
・部活動がたくさんある<3> ・自分で責任を持つこと

・部活を頑張る ・なんでも自主的に行う

・自分の意思で判断することが多い

・自主的に考え行動すること

・手帳を持ち計画的に行動すること。<2>

・同級生の精神的な成長

＜校則に関すること＞ ・生徒が企画・運営して行う事が多い

・スマートフォンを登下校時に使用できる<4> ・挨拶の徹底

・スマホを持ってきてよい<7> ・礼儀がしっかりしている

・号令、あいさつの仕方<2> ・先生がやさしい<2>

・規則がたくさんある。ルール、マナー<4> ・先輩が怖いイメージがあったけど、とても優しく面白かった

・先生が面白い

・先輩との差

・ルールが全く違う

・厳しいと思っていた

・総合学科であること

・校則の自由度

・白靴下をはかないこと

・制服

・鞄を横に置く

・チャイムが鳴る

・クラス替えがある

・学年ごとの体育館使用日の割り振りがない

・学年集会などのとき出席番号順で並ばない

・多くのことを自分で決める。自主的な行動が求めら
れる。自由度が高い。義務教育の終了<5>



 

＜授業に関すること＞ ＜学校生活全般＞
・沢山の資格を取得出来る<2> ・弁当をどこの場所で食べてもいい<7> ・寮での上下関係があまりない

・一つの系列にも沢山の分野がある。 ・自動販売機が学校内にあること<2> ・クラスでの活動

・１年生は系列には分かれない<2> ・汽車通学の人数<2> ・一日の流れが早い

・系列に分かれる ・自転車通学でなく、電車通学が多いこと。<2> ・昼休みが短い

・一人一人学ぶことが違う<2> ・ＪＲ通学が心配だったが間に合った ・学校内の様子がちがう

・時間割があること ・時間割が一人一人違っている。 ・名札がない

・「現社」などがあること ・終礼の時間が早い ・上履きに記名欄がある

・時間割が毎週同じこと ・時間割が各曜日いつも同じ ・手帳がある

・時間割が変更になること ・授業時間が中学校より少し長い ・２年と３年はクラスが変わらない

・スクリーンとプロジェクターで授業が進められること ・朝読書の時間がない ・係が一人ずつみんなある

・科目が多い ・掃除時間が短い ・あまり厳しくない<4>

・掃除場所に先輩がいない ・ずっと勉強<2>

・校舎が広い、学校が大きい<8> ・不良がいない<2>

・(1年)教室が3階である<6> ・挨拶をしてくれる人が少ない

＜部活動に関すること＞ ・教室が細かく分かれていて、沢山ある<4> ・持ち物などの指示がなくて自分たちでやること

・思ったより部活の数が多かった<2> ・校舎内が複雑、広い<3> ・礼儀の厳しさ

・各部の部員数が少ない<3> １，２、3年で校舎が一緒だった ・移動教室で並ばずに行くところ

・サッカー部がない ・教室内にロッカーがない<3> ・1年生の頃から系列選択があると思っていた

・中学校ではなかった部活動がある ・教室内にものを置かない ・総合学科になったこと

・文化部が多い ・教室内にカバンを入れるところがないところ ・勉強だけでなく生活も細かい

・SNSのルールが守れていない先輩がいたということ ・リュックをロッカーに入れず、机の横にかけること ・自分の長所が伸ばせそう

・ロッカーが小さい ・なじみやすい

・屋上が使えない ・自主性を重んじる

・グラウンドが複数ある ・ある程度自分のことは、自分でしなければならない

・グラウンドが遠くにある<2> ・いろいろなことを最初から丁寧に教えてくださること

・中庭がきれい ・1日、2日過ごしただけでは、わからない

・学校が思っていたよりもきれい ・自分の人生が大きくなる

＜校則に関すること＞ ・校舎内が一部、汚い ・義務教育ではない

・スマホを休憩時間使えると思っていた<2> ・思っていたより、校内のどこに何があるかが覚えにくい

・部活への入部届けを出せる期間が決まっている ・職員室が２つある

・厳しい ・施設設備が整っている

・厳しくない<2> ・トイレが遠い

・校則の指導がゆるい ・体育館が大田１中の体育館より小さい

・マナーを守れば基本的に自由に過ごせる ・教室側の３階に男子トイレがない<2>

・トイレ専用のスリッパではないこと

・環境に恵まれている

・人数が多い

・思っていたよりクラスの人数が多い

・男女比<3>

・先輩とあまり話す機会や触れ合う時がない

・先輩との関わりがあまりない

・先輩がおもしろい

・先輩が怖いイメージだったけど優しかった<7>

・先輩がこわい

・先輩が優しい、面白い<7>

・先生が優しい　明るい<8>

・先生が先輩から聞いていたほど怖かったりしない<3>

・先生が厳しい、怖い

・先生と親しい<6>

・おもしろい先生が多い

・すぐには友達ができないと思っていた

・友達を増やしたい人が多かった

・明るい、楽しい、楽しく過ごせそう<4>

・優しそうな人が多い

・意外と早く友達ができた

・クラス全体が仲良くならない

・楽しい

ｂ)自分が思っていたことと違う点


