
2018年2月9日

※出版・印刷物へデータを転載する際には、“「高校生と保護者の進路に関する意識調査2017」
株式会社リクルートマーケティングパートナーズ・一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会合同調査”と明記ください。

リクルートマーケティングパートナーズではこれからも、ひとりひとりにあった「まだ、ここにない、出会い。」を届けることを目指していきます。
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■保護者・高校生ともに、奨学金制度の認知トップ３は種類（給付/貸与など）についてであっ
たが、申込方法や利用条件などの具体的な制度については認知が進んでいない。…P.3

■「新たに『給付型』奨学金が創設された」ことの認知状況は、保護者32％、高校生17％と
まだ十分に知られていない。

■経済事情が進路に「影響がある」と回答した保護者は76％。…P.4
・続柄別にみると、母親の方が父親より3.8ポイント高い。
・「影響がある」と回答した保護者の方が、奨学金制度についての認知度が全体的に高い。

■進路に関する考え方は、保護者・高校生ともに「将来役に立つ資格を身につけてほしい/つけ
たい」がトップ。…P.5
・保護者の考え方をみてみると、将来志向（資格取得・安定した仕事・手に職）、
費用関連（学費・国公立進学・奨学金活用・家計）などでそう思うの割合が高くなっている。

■貸与型奨学金制度を「利用してほしい・したい」と回答した保護者は41％、高校生は32％。
…P.6

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ・一般社団法人全国高等学校PTA連合会合同調査
第8回 高校生と保護者の進路に関する意識調査2017

新設された給付型奨学金の保護者認知は約3割
家庭の経済事情が子どもの進路決定に
「影響がある」と回答した保護者は76％

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ（本社:東京都中央区代表取締役社長山口 文洋）と一般社団法人全国高等学校ＰＴＡ連合会（所
在地:東京都千代田区会長 牧田 和樹）は、高校２年生とその保護者に対し、進路に関する考え方やコミュ二ケーションの実態を探る調査を実施い
たしました。ここに集計結果がまとまりましたので、ご報告いたします。

【奨学金制度について】

【経済事情の進路決定影響について】

【貸与型奨学金制度の利用意向について】

【本件に関するお問い合わせ先】
https://www.recruit-mp.co.jp/support/press_inquiry/

【リクルート進学総研 WEBサイト】
http://souken.shingakunet.com/

【進路に関する考え方】

https://www.recruit-mp.co.jp/support/press_inquiry/


【調査概要】

【回答者プロフィール】
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2017年 北海道 岩手 福島 群馬 東京 長野 岐阜 大阪 和歌山 岡山 長崎

2015年 北海道 宮城 群馬 東京 三重 福井 兵庫 広島 福岡

2013年 北海道 岩手 富山 東京 神奈川 静岡 滋賀 香川 佐賀

・調査目的：高校生を持つ保護者とその子どもにおけるコミュニケーションの実態と進路観の現状を把握する

・調査主管：一般社団法人全国高等学校PTA連合会、株式会社リクルートマーケティングパートナーズ

・調査対象：高校２年生とその保護者
一般社団法人全国高等学校PTA連合会より依頼した11都道府県の公立高校27校
※岩手県1校、福島県2校、大阪府2校、和歌山県1校、その他7都道府県各3校
※各校：2年生2クラスの生徒とその保護者

※調査実施校所在地は毎年変わるため、時系列データは参考

・調査期間：2017年9月15日（金）～2017年10月26日（木）回収終了

・調査方法：（1）高校生 ホームルーム時にアンケート実施
：（2）保護者 高校生から保護者へアンケートを手渡しで依頼、実施

クラスごと学級担任が高校生･保護者アンケートをまとめ、学校ごとに回収

・有効回収数：（1）高校生 1987名 ※全問無回答1名を除く
（2）保護者 1722名 ※全問無回答11名を除く

【保護者・高校生】時系列 調査対象校所在都道府県 （全体）

(％)

●凡例

北海道 岩手県 福島県 群馬県 東京都 長野県 岐阜県 大阪府 和歌山県 岡山県 長崎県

高校生 (n=1987)

保護者 (n=1722)

(％)

●凡例

北海道 宮城県 群馬県 東京都 三重県 福井県 兵庫県 広島県 福岡県

高校生 (n=1887)

保護者 (n=1584)

(％)

●凡例

北海道 岩手県 富山県 東京都 神奈川県 静岡県 滋賀県 香川県 佐賀県

高校生 (n=2043)

保護者 (n=1696)

2015年

2017年

2013年

11.9

11.9

4.5

4.0

5.4

6.5

12.0

11.6

9.4

11.6

8.3

8.8

13.0

11.9

5.3

6.7

4.5

3.9

12.0

11.1

13.7

12.1

8.6

11.0

12.2

11.8

13.4

11.4

7.5

11.3

12.4

11.4

10.7

10.1

13.6

12.1

9.3

8.2

12.1

12.7

8.8

10.5

11.4

10.5

12.5

11.2

10.0

11.0

9.4

11.0

12.1

11.7

12.0

12.3

12.4

10.7

11.4

11.0

【保護者】時系列 続柄 （全体／単一回答）
（％）

父親 母親 その他 無回答

●凡例

2017年 全体 (n= 1722 )

2015年 全体 (n= 1584 )

2013年 全体 (n= 1696 )

12.8

11.0

11.4

84.1

85.7

86.0

0.8

0.8

0.6

2.3

2.5

2.0

【高校生】時系列 性別（全体／単一回答）

（％）

男子 女子 無回答

●凡例

2017年 全体 (n= 1987 )

2015年 全体 (n= 1887 )

2013年 全体 (n= 2043 )

53.5

48.5

45.9

44.8

48.4

52.6

1.7

3.0

1.6


Sheet1



		【保護者】時系列　調査対象校所在都道府県　（全体／高校名より分類）																														【保護者・高校生】時系列　調査対象校所在都道府県　（全体）



				2017年 ネン				北海道		岩手県		福島県		群馬県		東京都		長野県		岐阜県		大阪府		和歌山県		岡山県		長崎県								(％)
●凡例		北海道		岩手県		福島県		群馬県		東京都		長野県		岐阜県		大阪府		和歌山県		岡山県		長崎県

				(調査数= チョウサ スウ		???1722)		11.9		4.5		5.4		12.0		9.4		8.3		13.0		5.3		4.5		12.0		13.7				2017年		高校生 コウコウセイ		(n=1987)

																																		保護者 ホゴシャ		(n=1722)

				2015年				北海道		宮城県		群馬県		東京都		三重県		福井県		兵庫県		広島県		福岡県												(％)
●凡例		北海道		宮城県		群馬県		東京都		三重県		福井県		兵庫県		広島県		福岡県

				(調査数=		???1584)		8.6		12.2		13.4		7.5		12.4		10.7		13.6		9.3		12.1								2015年		高校生 コウコウセイ		(n=1887)

																																		保護者 ホゴシャ		(n=1584)

				2013年				北海道		岩手県		富山県		東京都		神奈川県		静岡県		滋賀県		香川県		佐賀県												(％)
●凡例		北海道		岩手県		富山県		東京都		神奈川県		静岡県		滋賀県		香川県		佐賀県

				(調査数=		???1696)		8.8		11.4		12.5		10.0		9.4		12.1		12.0		12.4		11.4								2013年		高校生 コウコウセイ		(n=2043)

																																		保護者 ホゴシャ		(n=1696)







		【高校生】時系列　調査対象校所在都道府県　（全体／高校名より分類）



				2017年 ネン				北海道		岩手県		福島県		群馬県		東京都		長野県		岐阜県		大阪府		和歌山県		岡山県		長崎県

				(調査数= チョウサ スウ		???1987)		11.9		4.0		6.5		11.6		11.6		8.8		11.9		6.7		3.9		11.1		12.1

								1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1



				2015年				北海道		宮城県		群馬県		東京都		三重県		福井県		兵庫県		広島県		福岡県

				(調査数=		???1887)		11.0		11.8		11.4		11.3		11.4		10.1		12.1		8.2		12.7

								1		1		1		1		1		1		1		1		1



				2013年				北海道		岩手県		富山県		東京都		神奈川県		静岡県		滋賀県		香川県		佐賀県

				(調査数=		???2043)		10.5		10.5		11.2		11.0		11.0		11.7		12.3		10.7		11.0

								1		1		1		1		1		1		1		1		1





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































11.9	11.9	1	

11.9	11.9	1	4.5	4	1	

11.9	11.9	1	5.4	6.5	1	

11.9	11.9	1	12	11.6	1	

11.9	11.9	1	9.4	11.6	1	

11.9	11.9	1	8.3000000000000007	8.8000000000000007	1	

11.9	11.9	1	13	11.9	1	

11.9	11.9	1	5.3	6.7	1	

11.9	11.9	1	4.5	3.9	1	

11.9	11.9	1	12	11.1	1	

11.9	11.9	1	13.7	12.1	1	



8.6	11	1	

8.6	11	1	12.2	11.8	1	

8.6	11	1	13.4	11.4	1	

8.6	11	1	7.5	11.3	1	

8.6	11	1	12.4	11.4	1	

8.6	11	1	10.7	10.1	1	

8.6	11	1	13.6	12.1	1	

8.6	11	1	9.3000000000000007	8.1999999999999993	1	

8.6	11	1	12.1	12.7	1	



8.8000000000000007	10.5	1	

8.8000000000000007	10.5	1	11.4	10.5	1	

8.8000000000000007	10.5	1	12.5	11.2	1	

8.8000000000000007	10.5	1	10	11	1	

8.8000000000000007	10.5	1	9.4	11	1	

8.8000000000000007	10.5	1	12.1	11.7	1	

8.8000000000000007	10.5	1	12	12.3	1	

8.8000000000000007	10.5	1	12.4	10.7	1	

8.8000000000000007	10.5	1	11.4	11	1	




時系列_全体

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		5				6		7		8

																												知って
いる
・計				知ら
ない
・計

																												父親		母親		その他		無回答		無回答		好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値																																																																																																無回答				知って
いる
・計 シケイ		知ら
ない
・計 シケイ		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0								2017年 ネン		全体 ゼンタイ		F1. 続柄

				6		34531		保護者		%		0										2017年 ネン		全体 ゼンタイ		調査数		父親		母親		その他		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2017		7		34532		保護者		%		0		全体								2017年 ネン		全体 ゼンタイ		1722		12.8		84.1		0.8		2.3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2015		7		35070		2015保護者		%		0		全体								2015年 ネン		全体 ゼンタイ		1584		11		85.7		0.8		2.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		7		5		2013保護者		%		表0217		全体								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		1696		11.4		86		0.6		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		7		5		2011保護者		%		表0197		全体								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		1417		15		81.7		0.7		2.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		7		11578		2009保護者		%		125		全体								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		1495		12.9		83.8		0.9		2.4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		7		2396		2007保護者進路		%		0		全体								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		1541		15.2		83.5		1.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		7		6725		2005保護者		%		77		全体								2005年 ネン		全体 ゼンタイ		2181		14		83.1		1		1.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2003		7		0		0		0		0		0								2003年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		45		43		2011保護者		%		表0197		　大学・短大進学								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		679		17.8		80.6		0.1		1.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		34		11605		2009保護者		%		125		大学・短大進学								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		771		11.3		86.1		0.6		1.9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		8		2397		2007保護者進路		%		Ｑ８		大学・短大進学								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		835		16.3		82.5		1.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		27		6745		2005保護者		%		77		大学・短大進学								2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1101		15.2		82.6		0.9		1.4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		48		46		2011保護者		%		表0197		　専門学校進学								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		173		11		83.8		1.2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		35		11606		2009保護者		%		125		専門学校進学								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		153		10.5		86.3		1.3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		9		2398		2007保護者進路		%		0		専門学校進学								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		152		9.9		88.8		1.3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		28		6746		2005保護者		%		77		専門学校進学								2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		270		13		83.7		1.5		1.9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		49		47		2011保護者		%		表0197		就職								2011年 ネン		就職 シュウショク		251		13.1		81.7		1.6		3.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		36		11607		2009保護者		%		125		就職								2009年 ネン		就職 シュウショク		247		19		77.3		1.6		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		10		2399		2007保護者進路		%		0		就職								2007年 ネン		就職 シュウショク		236		12.3		85.6		2.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		29		6747		2005保護者		%		77		就職								2005年 ネン		就職 シュウショク		296		11.1		86.1		1		1.7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																								震災前後
意識変化別 シンサイゼンゴイシキヘンカベツ		変化あり ヘンカ

																										変化なし ヘンカ

		10pt																		【保護者】時系列　続柄　（全体／単一回答） ホゴシャジケイレツゾクガラゼンタイタンイツカイトウ

		10.5																								（％）		知って
いる
・計				知ら
ない
・計				無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		無回答				知って
いる
・計		知ら
ない
・計		加重
平均値

		51																								（％）		父親		母親		その他		無回答				好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																										●凡例

																						2017年		全体		(n= ???1722 )																																																																																																																				―		―		―

																						2015年		全体		(n= ???1584 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		全体		(n= ???1696 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		全体		(n= ???1417 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		全体		(n= ???1495 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		全体		(n= ???1541 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		全体		(n= ???2181 )																																																																																																																				―		―		―

																						2003年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		大学短大進学		(n= ???679 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		大学短大進学		(n= ???771 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		大学短大進学		(n= ???835 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		大学短大進学		(n= ???1101 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		専門学校進学		(n= ???173 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		専門学校進学		(n= ???153 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		専門学校進学		(n= ???152 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		専門学校進学		(n= ???270 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		就職		(n= ???251 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		就職		(n= ???247 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		就職		(n= ???236 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		就職		(n= ???296 )																																																																																																																				―		―		―

																																																																																																																																																				0

																																																																																																																																																				0





時系列_全体

		





時系列_大短

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		5				6		7		8

																												知って
いる
・計				知ら
ない
・計

																												父親		母親		その他		無回答		無回答		好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値																																																																																																無回答				知って
いる
・計 シケイ		知ら
ない
・計 シケイ		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		1		2011保護者		%		表0197		目次へ								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		【保護者】／Ｆ１．続柄

				6		4		2011保護者		%		表0197										2011年 ネン		全体 ゼンタイ		調査数		父親		母親		その他		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2011		7		5		2011保護者		%		表0197		全体								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		1417		15		81.7		0.7		2.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		7		11578		2009保護者		%		125		全体								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		1495		12.9		83.8		0.9		2.4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		7		2396		2007保護者進路		%		0		全体								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		1541		15.2		83.5		1.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		7		6725		2005保護者		%		77		全体								2005年 ネン		全体 ゼンタイ		2181		14		83.1		1		1.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2003		7		0		0		0		0		0								2003年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		45		43		2011保護者		%		表0197		　大学・短大進学								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		679		17.8		80.6		0.1		1.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		34		11605		2009保護者		%		125		大学・短大進学								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		771		11.3		86.1		0.6		1.9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		8		2397		2007保護者進路		%		Ｑ８		大学・短大進学								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		835		16.3		82.5		1.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		27		6745		2005保護者		%		77		大学・短大進学								2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1101		15.2		82.6		0.9		1.4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		48		46		2011保護者		%		表0197		　専門学校進学								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		173		11		83.8		1.2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		35		11606		2009保護者		%		125		専門学校進学								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		153		10.5		86.3		1.3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		9		2398		2007保護者進路		%		0		専門学校進学								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		152		9.9		88.8		1.3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		28		6746		2005保護者		%		77		専門学校進学								2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		270		13		83.7		1.5		1.9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		49		47		2011保護者		%		表0197		就職								2011年 ネン		就職 シュウショク		251		13.1		81.7		1.6		3.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		36		11607		2009保護者		%		125		就職								2009年 ネン		就職 シュウショク		247		19		77.3		1.6		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		10		2399		2007保護者進路		%		0		就職								2007年 ネン		就職 シュウショク		236		12.3		85.6		2.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		29		6747		2005保護者		%		77		就職								2005年 ネン		就職 シュウショク		296		11.1		86.1		1		1.7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		10pt																		【保護者】時系列　続柄　（大学・短大進学希望者／単一回答） ホゴシャジケイレツゾクガラダイガクタンダイシンガクキボウシャタンイツカイトウ

		10.5																								（％）		知って
いる
・計				知ら
ない
・計				無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		無回答				知って
いる
・計		知ら
ない
・計		加重
平均値

		51																								（％）		父親		母親		その他		無回答				好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																										●凡例

																						2011年		全体		(n= ???1417 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		全体		(n= ???1495 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		全体		(n= ???1541 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		全体		(n= ???2181 )																																																																																																																				―		―		―

																						2003年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		大学短大進学		(n= ???679 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		大学短大進学		(n= ???771 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		大学短大進学		(n= ???835 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		大学短大進学		(n= ???1101 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		専門学校進学		(n= ???173 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		専門学校進学		(n= ???153 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		専門学校進学		(n= ???152 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		専門学校進学		(n= ???270 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		就職		(n= ???251 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		就職		(n= ???247 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		就職		(n= ???236 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		就職		(n= ???296 )																																																																																																																				―		―		―

																																																																																																																																																				0

																																																																																																																																																				0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



時系列_大短

		





時系列_もと

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		5				6		7		8

																												知って
いる
・計				知ら
ない
・計

																												父親		母親		その他		無回答		無回答		好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値																																																																																																無回答				知って
いる
・計 シケイ		知ら
ない
・計 シケイ		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		1		2011保護者		%		表0197		目次へ								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		【保護者】／Ｆ１．続柄

				6		4		2011保護者		%		表0197										2011年 ネン		全体 ゼンタイ		調査数		父親		母親		その他		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2011		7		5		2011保護者		%		表0197		全体								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		1417		15		81.7		0.7		2.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		7		11578		2009保護者		%		125		全体								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		1495		12.9		83.8		0.9		2.4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		7		2396		2007保護者進路		%		0		全体								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		1541		15.2		83.5		1.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		7		6725		2005保護者		%		77		全体								2005年 ネン		全体 ゼンタイ		2181		14		83.1		1		1.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2003		7		0		0		0		0		0								2003年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		45		43		2011保護者		%		表0197		　大学・短大進学								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		679		17.8		80.6		0.1		1.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		34		11605		2009保護者		%		125		大学・短大進学								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		771		11.3		86.1		0.6		1.9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		8		2397		2007保護者進路		%		Ｑ８		大学・短大進学								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		835		16.3		82.5		1.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		27		6745		2005保護者		%		77		大学・短大進学								2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1101		15.2		82.6		0.9		1.4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		48		46		2011保護者		%		表0197		　専門学校進学								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		173		11		83.8		1.2		4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		35		11606		2009保護者		%		125		専門学校進学								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		153		10.5		86.3		1.3		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		9		2398		2007保護者進路		%		0		専門学校進学								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		152		9.9		88.8		1.3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		28		6746		2005保護者		%		77		専門学校進学								2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		270		13		83.7		1.5		1.9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		49		47		2011保護者		%		表0197		就職								2011年 ネン		就職 シュウショク		251		13.1		81.7		1.6		3.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		36		11607		2009保護者		%		125		就職								2009年 ネン		就職 シュウショク		247		19		77.3		1.6		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		10		2399		2007保護者進路		%		0		就職								2007年 ネン		就職 シュウショク		236		12.3		85.6		2.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		29		6747		2005保護者		%		77		就職								2005年 ネン		就職 シュウショク		296		11.1		86.1		1		1.7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																						保護者は希望進路や、進路に対する考えを知っているか

		10pt																		【保護者】時系列　続柄　（全体／単一回答） ホゴシャジケイレツゾクガラゼンタイタンイツカイトウ

		10.5																								（％）		知って
いる
・計				知ら
ない
・計				無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		無回答				知って
いる
・計		知ら
ない
・計		加重
平均値

		51																								（％）		父親		母親		その他		無回答				好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																										●凡例

																						2011年		全体		(n= ???1417 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		全体		(n= ???1495 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		全体		(n= ???1541 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		全体		(n= ???2181 )																																																																																																																				―		―		―

																						2003年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		大学短大進学		(n= ???679 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		大学短大進学		(n= ???771 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		大学短大進学		(n= ???835 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		大学短大進学		(n= ???1101 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		専門学校進学		(n= ???173 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		専門学校進学		(n= ???153 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		専門学校進学		(n= ???152 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		専門学校進学		(n= ???270 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		就職		(n= ???251 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		就職		(n= ???247 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		就職		(n= ???236 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		就職		(n= ???296 )																																																																																																																				―		―		―

																																																																																																																																																				0

																																																																																																																																																				0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



時系列_もと

		





2017

		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55

												F1. 続柄

		34530		保護者 ホゴシャ		%				#0245				F1. 続柄

		34531		保護者 ホゴシャ		%						調査数		父親		母親		その他		無回答

		34532		保護者 ホゴシャ		%				全体		1722		12.8		84.1		0.8		2.3

		34533		保護者 ホゴシャ		%				《続柄別》

		34534		保護者 ホゴシャ		%				父親		220		100		0		0		0

		34535		保護者 ホゴシャ		%				母親		1449		0		100		0		0

		34536		保護者 ホゴシャ		%				その他		13		0		0		100		0

		34537		保護者 ホゴシャ		%				《子どもの性別》

		34538		保護者 ホゴシャ		%				男子		891		15.6		83.3		1.1		0

		34539		保護者 ホゴシャ		%				女子		787		10.2		89.3		0.4		0.1

		34540		保護者 ホゴシャ		%				《続柄×子どもの性別》

		34541		保護者 ホゴシャ		%				父親×男子		139		100		0		0		0

		34542		保護者 ホゴシャ		%				父親×女子		80		100		0		0		0

		34543		保護者 ホゴシャ		%				母親×男子		742		0		100		0		0

		34544		保護者 ホゴシャ		%				母親×女子		703		0		100		0		0

		34545		保護者 ホゴシャ		%				その他×男子		10		0		0		100		0

		34546		保護者 ホゴシャ		%				その他×女子		3		0		0		100		0

		34547		保護者 ホゴシャ		%				《所属学科別》

		34548		保護者 ホゴシャ		%				普通科		1304		13.1		84.2		0.6		2.1

		34549		保護者 ホゴシャ		%				専門学科		350		11.7		83.4		1.4		3.4

		34550		保護者 ホゴシャ		%				総合学科		68		11.8		86.8		0		1.5

		34551		保護者 ホゴシャ		%				《都道府県別》

		34552		保護者 ホゴシャ		%				北海道		205		11.2		82.9		2.4		3.4

		34553		保護者 ホゴシャ		%				岩手県・福島県		170		17.1		81.2		0		1.8

		34554		保護者 ホゴシャ		%				岩手県		77		22.1		76.6		0		1.3

		34555		保護者 ホゴシャ		%				福島県		93		12.9		84.9		0		2.2

		34556		保護者 ホゴシャ		%				群馬県		207		10.6		87		1		1.4

		34557		保護者 ホゴシャ		%				東京都		162		8		90.1		0.6		1.2

		34558		保護者 ホゴシャ		%				長野県		143		13.3		83.9		0.7		2.1

		34559		保護者 ホゴシャ		%				岐阜県		224		12.5		86.2		0		1.3

		34560		保護者 ホゴシャ		%				大阪府・和歌山県		168		10.7		85.7		0		3.6

		34561		保護者 ホゴシャ		%				大阪府		91		6.6		90.1		0		3.3

		34562		保護者 ホゴシャ		%				和歌山県		77		15.6		80.5		0		3.9

		34563		保護者 ホゴシャ		%				岡山県		207		11.6		86.5		0		1.9

		34564		保護者 ホゴシャ		%				長崎県		236		18.6		75.8		1.7		3.8

		34565		保護者 ホゴシャ		%				《高校タイプ別》

		34566		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率95％以上		378		17.2		81.2		0		1.6

		34567		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率70～95％未満		640		12.5		85.2		0.3		2

		34568		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率40～70％未満		204		8.8		87.3		1.5		2.5

		34569		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率40％未満		500		11.4		83.8		1.6		3.2

		34570		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率70％以上上記該当校・計		1018		14.2		83.7		0.2		1.9

		34571		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率70％未満上記該当校・計		704		10.7		84.8		1.6		3

		34572		保護者 ホゴシャ		%				《希望進路別》

		34573		保護者 ホゴシャ		%				進学希望		1192		13		85.1		0.3		1.6

		34574		保護者 ホゴシャ		%				大学・短大進学		1063		13.6		84.6		0.3		1.5

		34575		保護者 ホゴシャ		%				大学進学		1021		13.8		84.5		0.3		1.4

		34576		保護者 ホゴシャ		%				短大進学		35		11.4		82.9		0		5.7

		34577		保護者 ホゴシャ		%				専門職大学		7		0		100		0		0

		34578		保護者 ホゴシャ		%				専門学校		129		7.8		89.1		0.8		2.3

		34579		保護者 ホゴシャ		%				就職		178		11.2		83.7		2.8		2.2

		34580		保護者 ホゴシャ		%				海外の大学等への進学		1		0		100		0		0

		34581		保護者 ホゴシャ		%				その他		5		0		100		0		0

		34582		保護者 ホゴシャ		%				何でもよい		318		12.9		83.6		1.3		2.2

		34583		保護者 ホゴシャ		%				無回答		28		14.3		50		0		35.7

		34584		保護者 ホゴシャ		%				《進路について話す頻度別》

		34585		保護者 ホゴシャ		%				話す・計		1526		12.1		85.3		0.6		2

		34586		保護者 ホゴシャ		%				よく話をする		398		11.1		85.7		0.5		2.8

		34587		保護者 ホゴシャ		%				時々話をする		1128		12.5		85.1		0.6		1.8

		34588		保護者 ホゴシャ		%				話さない・計		193		17.6		76.2		2.1		4.1

		34589		保護者 ホゴシャ		%				あまり話さない		178		16.9		76.4		2.2		4.5

		34590		保護者 ホゴシャ		%				まったく話さない		15		26.7		73.3		0		0

		34591		保護者 ホゴシャ		%				《希望進路や、進路に対する考えの認知別》

		34592		保護者 ホゴシャ		%				知っている・計		1560		12.2		84.9		0.6		2.2

		34593		保護者 ホゴシャ		%				よく知っている		739		11.5		86.3		0.4		1.8

		34594		保護者 ホゴシャ		%				少し知っている		821		12.8		83.7		0.9		2.7

		34595		保護者 ホゴシャ		%				知らない・計		159		18.2		77.4		1.9		2.5

		34596		保護者 ホゴシャ		%				あまり知らない		143		18.2		77.6		2.1		2.1

		34597		保護者 ホゴシャ		%				まったく知らない		16		18.8		75		0		6.3

		34598		保護者 ホゴシャ		%				《進路に関する悩みや不安の認知》

		34599		保護者 ホゴシャ		%				知っている・計		1193		10.5		86.9		0.6		2

		34600		保護者 ホゴシャ		%				よく知っている		392		9.7		86.7		0.5		3.1

		34601		保護者 ホゴシャ		%				少し知っている		801		10.9		87		0.6		1.5

		34602		保護者 ホゴシャ		%				知らない・計		520		17.9		78.1		1.2		2.9

		34603		保護者 ホゴシャ		%				あまり知らない		472		18.2		78		1.3		2.5

		34604		保護者 ホゴシャ		%				まったく知らない		48		14.6		79.2		0		6.3

		34605		保護者 ホゴシャ		%				《進路の悩みや不安のアドバイス別》

		34606		保護者 ホゴシャ		%				している・計		1353		11.8		85.5		0.7		1.9

		34607		保護者 ホゴシャ		%				よくしている		391		11.8		85.7		0		2.6

		34608		保護者 ホゴシャ		%				少ししている		962		11.9		85.4		1		1.7

		34609		保護者 ホゴシャ		%				していない・計		360		16.1		80		0.8		3.1

		34610		保護者 ホゴシャ		%				あまりしていない		316		17.4		79.1		0.9		2.5

		34611		保護者 ホゴシャ		%				まったくしていない		44		6.8		86.4		0		6.8

		34612		保護者 ホゴシャ		%				《アドバイスの難しさ別》

		34613		保護者 ホゴシャ		%				難しい・計		1230		11.1		86.3		0.4		2.1

		34614		保護者 ホゴシャ		%				非常に難しい		337		9.8		86.9		0.3		3

		34615		保護者 ホゴシャ		%				やや難しい		893		11.6		86.1		0.4		1.8

		34616		保護者 ホゴシャ		%				難しいとは感じていない		478		17.2		78.7		1.7		2.5

		34617		保護者 ホゴシャ		%				その他		4		0		100		0		0

		34618		保護者 ホゴシャ		%				《働くことについての気がかり別》

		34619		保護者 ホゴシャ		%				ある		1100		11.3		86.5		0.6		1.5

		34620		保護者 ホゴシャ		%				ない		463		17.9		79.9		0.9		1.3

		34621		保護者 ホゴシャ		%				子どもが働くことについて考えたことがない		38		5.3		94.7		0		0

		34622		保護者 ホゴシャ		%				《未来社会の好ましさ別》

		34623		保護者 ホゴシャ		%				好ましい・計		585		16.2		81.2		0.9		1.7

		34624		保護者 ホゴシャ		%				とても好ましい社会だ		27		40.7		59.3		0		0

		34625		保護者 ホゴシャ		%				まあまあ好ましい社会だ		558		15.1		82.3		0.9		1.8

		34626		保護者 ホゴシャ		%				好ましくない・計		823		12.5		85.7		0.7		1.1

		34627		保護者 ホゴシャ		%				あまり好ましい社会ではない		773		12.4		85.8		0.8		1

		34628		保護者 ホゴシャ		%				非常に好ましくない社会だ		50		14		84		0		2

		34629		保護者 ホゴシャ		%				《仕事内容、楽しさについて話す状況別》

		34630		保護者 ホゴシャ		%				話す・計		1071		11.1		87.6		0.4		0.9

		34631		保護者 ホゴシャ		%				よく話す		335		6		92.8		0.3		0.9

		34632		保護者 ホゴシャ		%				時々話す		736		13.5		85.2		0.4		1

		34633		保護者 ホゴシャ		%				話さない・計		608		16.6		80.4		1.5		1.5

		34634		保護者 ホゴシャ		%				ほとんど話さない		568		15.8		81.2		1.6		1.4

		34635		保護者 ホゴシャ		%				まったく話さない		40		27.5		70		0		2.5

		34636		保護者 ホゴシャ		%				《子どもの将来へのグローバル化の影響》

		34637		保護者 ホゴシャ		%				ある		824		17.8		81.2		0.2		0.7

		34638		保護者 ホゴシャ		%				ない		73		20.5		74		4.1		1.4

		34639		保護者 ホゴシャ		%				わからない		754		7.4		90.8		1.1		0.7

		34640		保護者 ホゴシャ		%				《子どもを留学させたいか》

		34641		保護者 ホゴシャ		%				留学させたい・計		416		14.4		84.6		0		1

		34642		保護者 ホゴシャ		%				留学させたい		116		12.9		85.3		0		1.7

		34643		保護者 ホゴシャ		%				できれば留学させたい		300		15		84.3		0		0.7

		34644		保護者 ホゴシャ		%				留学させたいと思わない・計		619		11.1		86.8		1.1		1

		34645		保護者 ホゴシャ		%				あまり留学させたいと思わない		291		8.9		90		0.7		0.3

		34646		保護者 ホゴシャ		%				留学させたいと思わない		328		13.1		83.8		1.5		1.5

		34647		保護者 ホゴシャ		%				どちらでもよい		619		14.1		84.8		1		0.2

		34648		保護者 ホゴシャ		%				《グローバル社会に通用する人材について》

		34649		保護者 ホゴシャ		%				なってほしい・計		729		16.9		81.8		0.4		1

		34650		保護者 ホゴシャ		%				ぜひなってほしい		218		22		76.6		0		1.4

		34651		保護者 ホゴシャ		%				できればなってほしい		511		14.7		84		0.6		0.8

		34652		保護者 ホゴシャ		%				なってほしいと思わない・計		81		6.2		90.1		1.2		2.5

		34653		保護者 ホゴシャ		%				あまりなってほしいと思わない		36		2.8		97.2		0		0

		34654		保護者 ホゴシャ		%				なってほしいと思わない		45		8.9		84.4		2.2		4.4

		34655		保護者 ホゴシャ		%				どちらでもよい		825		10.8		88		1		0.2

		34656		保護者 ホゴシャ		%				《子どもの将来へのＡＩ発達の影響》

		34657		保護者 ホゴシャ		%				ある		667		18.4		80.7		0.4		0.4

		34658		保護者 ホゴシャ		%				ない		65		26.2		73.8		0		0

		34659		保護者 ホゴシャ		%				わからない		896		8.8		89.7		0.9		0.6

		34660		保護者 ホゴシャ		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜全ベース＞》

		34661		保護者 ホゴシャ		%				利用したい・計		704		13.8		83.5		0.7		2

		34662		保護者 ホゴシャ		%				ぜひ利用した		237		13.9		83.5		0.8		1.7

		34663		保護者 ホゴシャ		%				できれば利用したい		467		13.7		83.5		0.6		2.1

		34664		保護者 ホゴシャ		%				利用したくない・計		533		12.4		85.6		0.2		1.9

		34665		保護者 ホゴシャ		%				あまり利用したくない		406		12.3		86.2		0.2		1.2

		34666		保護者 ホゴシャ		%				まったく利用したくない		127		12.6		83.5		0		3.9

		34667		保護者 ホゴシャ		%				わからない		407		11.8		86		1.5		0.7

		34668		保護者 ホゴシャ		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜進学希望者ベース＞》

		34669		保護者 ホゴシャ		%				利用したい・計		500		14.8		82.8		0.4		2

		34670		保護者 ホゴシャ		%				ぜひ利用した		171		14.6		83		0.6		1.8

		34671		保護者 ホゴシャ		%				できれば利用したい		329		14.9		82.7		0.3		2.1

		34672		保護者 ホゴシャ		%				利用したくない・計		423		13		84.9		0.2		1.9

		34673		保護者 ホゴシャ		%				あまり利用したくない		317		13.6		84.9		0.3		1.3

		34674		保護者 ホゴシャ		%				まったく利用したくない		106		11.3		84.9		0		3.8

		34675		保護者 ホゴシャ		%				わからない		249		9.6		89.6		0.4		0.4



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33
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												F1.   続柄

		35068		2015保護者		%				#0266				F1.   続柄

		35069		2015保護者		%						サンプル数		父親		母親		その他		無回答

		35070		2015保護者		%				全体		1584		11		85.7		0.8		2.5

		35071		2015保護者		%				《続柄別》

		35072		2015保護者		%				父親		174		100		0		0		0

		35073		2015保護者		%				母親		1358		0		100		0		0

		35074		2015保護者		%				その他		12		0		0		100		0

		35075		2015保護者		%				《子どもの性別》

		35076		2015保護者		%				男子		765		13.5		86		0.5		0

		35077		2015保護者		%				女子		779		9.1		89.7		1		0.1

		35078		2015保護者		%				《続柄×子どもの性別》

		35079		2015保護者		%				父親×男子		103		100		0		0		0

		35080		2015保護者		%				父親×女子		71		100		0		0		0

		35081		2015保護者		%				母親×男子		658		0		100		0		0

		35082		2015保護者		%				母親×女子		699		0		100		0		0

		35083		2015保護者		%				その他×男子		4		0		0		100		0

		35084		2015保護者		%				その他×女子		8		0		0		100		0

		35085		2015保護者		%				《所属学科別》

		35086		2015保護者		%				普通科		1255		10.6		85.9		0.7		2.8

		35087		2015保護者		%				専門学科		329		12.5		85.1		0.9		1.5

		35088		2015保護者		%				総合学科		0		0		0		0		0

		35089		2015保護者		%				《都道府県別》

		35090		2015保護者		%				北海道		137		11.7		83.2		2.2		2.9

		35091		2015保護者		%				宮城県		193		15		80.8		0		4.1

		35092		2015保護者		%				群馬県		213		8.9		88.7		0.5		1.9

		35093		2015保護者		%				東京都		119		7.6		89.9		0.8		1.7

		35094		2015保護者		%				三重県		197		8.1		88.3		1.5		2

		35095		2015保護者		%				福井県		169		17.8		80.5		1.2		0.6

		35096		2015保護者		%				兵庫県		216		10.6		86.1		0		3.2

		35097		2015保護者		%				広島県		148		8.1		88.5		0.7		2.7

		35098		2015保護者		%				福岡県		192		10.4		85.9		0.5		3.1

		35099		2015保護者		%				《高校タイプ別》

		35100		2015保護者		%				大短進学率95%以上		198		6.1		91.4		0		2.5

		35101		2015保護者		%				大短進学率70～95%未満		618		11.3		86.1		0.5		2.1

		35102		2015保護者		%				大短進学率40～70%未満		279		10.4		86.4		1.1		2.2

		35103		2015保護者		%				大短進学率40%未満		489		12.9		82.6		1.2		3.3

		35104		2015保護者		%				大短進学率70%以上上記該当校・計		816		10		87.4		0.4		2.2

		35105		2015保護者		%				大短進学率70%未満上記該当校・計		768		12		84		1.2		2.9

		35106		2015保護者		%				《希望進路別》

		35107		2015保護者		%				進学希望		946		11		85.7		0.8		2.4

		35108		2015保護者		%				大学・短大進学		819		10.9		86.1		0.7		2.3

		35109		2015保護者		%				大学進学		780		11.2		85.8		0.8		2.3

		35110		2015保護者		%				短大進学		39		5.1		92.3		0		2.6

		35111		2015保護者		%				専門学校進学		127		11.8		83.5		1.6		3.1

		35112		2015保護者		%				就職		225		11.6		85.3		0.9		2.2

		35113		2015保護者		%				海外の大学等への進学		1		0		100		0		0

		35114		2015保護者		%				その他		12		8.3		83.3		0		8.3

		35115		2015保護者		%				何でもよい		377		10.9		86.2		0.3		2.7

		35116		2015保護者		%				無回答		23		8.7		82.6		4.3		4.3

		35117		2015保護者		%				《進路について話す頻度別》

		35118		2015保護者		%				話す･計		1382		10.1		86.5		0.8		2.6

		35119		2015保護者		%				よく話をする		344		8.4		88.7		0.6		2.3

		35120		2015保護者		%				時々話をする		1038		10.6		85.8		0.9		2.7

		35121		2015保護者		%				話さない･計		202		17.3		80.2		0.5		2

		35122		2015保護者		%				あまり話さない		182		18.7		79.1		0.5		1.6

		35123		2015保護者		%				まったく話さない		20		5		90		0		5

		35124		2015保護者		%				《希望進路や、進路に関する考えの認知別》

		35125		2015保護者		%				知っている・計		1439		10.3		86.4		0.7		2.6

		35126		2015保護者		%				よく知っている		629		9.9		87.9		0.8		1.4

		35127		2015保護者		%				少し知っている		810		10.6		85.3		0.6		3.5

		35128		2015保護者		%				知らない・計		144		18.1		78.5		1.4		2.1

		35129		2015保護者		%				あまり知らない		128		18.8		78.1		1.6		1.6

		35130		2015保護者		%				まったく知らない		16		12.5		81.3		0		6.3

		35131		2015保護者		%				《進路に関する悩みや不安の認知》

		35132		2015保護者		%				知っている・計		1101		9.2		87.6		0.9		2.3

		35133		2015保護者		%				よく知っている		351		10.3		87.2		0.9		1.7

		35134		2015保護者		%				少し知っている		750		8.7		87.9		0.9		2.5

		35135		2015保護者		%				知らない・計		468		15.4		81		0.4		3.2

		35136		2015保護者		%				あまり知らない		423		15.6		81.1		0.5		2.8

		35137		2015保護者		%				まったく知らない		45		13.3		80		0		6.7

		35138		2015保護者		%				《進路の悩みや不安のアドバイス別》

		35139		2015保護者		%				している･計		1249		9.8		87		0.8		2.3

		35140		2015保護者		%				よくしている		360		9.4		88.9		0.6		1.1

		35141		2015保護者		%				少ししている		889		10		86.3		0.9		2.8

		35142		2015保護者		%				していない･計		326		15.6		80.7		0.6		3.1

		35143		2015保護者		%				あまりしていない		285		15.1		81.8		0.7		2.5

		35144		2015保護者		%				まったくしていない		41		19.5		73.2		0		7.3

		35145		2015保護者		%				《アドバイスの難しさ別》

		35146		2015保護者		%				難しい･計		1121		8.5		88.2		0.7		2.6

		35147		2015保護者		%				非常に難しい		321		7.2		89.7		0.9		2.2

		35148		2015保護者		%				やや難しい		800		9		87.6		0.6		2.8

		35149		2015保護者		%				難しいとは感じていない		446		17.7		79.6		0.9		1.8

		35150		2015保護者		%				その他		5		0		40		0		60

		35151		2015保護者		%				《働くことについての気がかり別》

		35152		2015保護者		%				ある		1009		10.9		86.2		0.9		2

		35153		2015保護者		%				ない		479		11.5		86.6		0.4		1.5

		35154		2015保護者		%				子どもが働くことについて考えたことがない		32		12.5		81.3		3.1		3.1

		35155		2015保護者		%				《未来社会の好ましさ別》

		35156		2015保護者		%				好ましい･計		441		11.8		85.9		0.7		1.6

		35157		2015保護者		%				とても好ましい社会だ		9		33.3		44.4		0		22.2

		35158		2015保護者		%				まあまあ好ましい社会だ		432		11.3		86.8		0.7		1.2

		35159		2015保護者		%				好ましくない･計		876		11.3		86.5		0.7		1.5

		35160		2015保護者		%				あまり好ましい社会ではない		821		10.7		87		0.7		1.6

		35161		2015保護者		%				非常に好ましくない社会だ		55		20		80		0		0

		35162		2015保護者		%				《仕事内容、楽しさについて話す状況別》

		35163		2015保護者		%				話す･計		1077		8.7		89.2		0.7		1.3

		35164		2015保護者		%				よく話す		343		7		91.8		0.6		0.6

		35165		2015保護者		%				時々話す		734		9.5		88		0.8		1.6

		35166		2015保護者		%				話さない･計		472		16.7		79.7		0.8		2.8

		35167		2015保護者		%				ほとんど話さない		442		16.3		80.5		0.2		2.9

		35168		2015保護者		%				まったく話さない		30		23.3		66.7		10		0

		35169		2015保護者		%				《子どもの将来へのグローバル化の影響》

		35170		2015保護者		%				ある		673		12.3		85.4		1		1.2

		35171		2015保護者		%				ない		61		21.3		75.4		0		3.3

		35172		2015保護者		%				わからない		767		9.6		88.4		0.5		1.4

		35173		2015保護者		%				《子どもを留学させたいか》

		35174		2015保護者		%				留学させたい・計		368		12.8		85.1		0.3		1.9

		35175		2015保護者		%				留学させたい		102		9.8		89.2		0		1

		35176		2015保護者		%				できれば留学させたい		266		13.9		83.5		0.4		2.3

		35177		2015保護者		%				留学させたいと思わない・計		620		12.3		85		1.1		1.6

		35178		2015保護者		%				あまり留学させたいと思わない		252		9.9		88.5		0.4		1.2

		35179		2015保護者		%				留学させたいと思わない		368		13.9		82.6		1.6		1.9

		35180		2015保護者		%				どちらでもよい		523		9.2		89.5		0.8		0.6

		35181		2015保護者		%				《グローバル社会に通用する人材について》

		35182		2015保護者		%				なってほしい・計		648		11.1		86.4		0.8		1.7

		35183		2015保護者		%				ぜひなってほしい		164		15.2		80.5		1.8		2.4

		35184		2015保護者		%				できればなってほしい		484		9.7		88.4		0.4		1.4

		35185		2015保護者		%				なってほしいと思わない・計		87		11.5		87.4		1.1		0

		35186		2015保護者		%				あまりなってほしいと思わない		53		11.3		88.7		0		0

		35187		2015保護者		%				なってほしいと思わない		34		11.8		85.3		2.9		0

		35188		2015保護者		%				どちらでもよい		720		11.7		87.1		0.4		0.8

		35189		2015保護者		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜全ベース＞》

		35190		2015保護者		%				利用したい・計		768		10.7		86.1		0.8		2.5

		35191		2015保護者		%				ぜひ利用した		252		11.1		84.9		0		4

		35192		2015保護者		%				できれば利用したい		516		10.5		86.6		1.2		1.7

		35193		2015保護者		%				利用したくない・計		483		11.6		86.5		0.4		1.4

		35194		2015保護者		%				あまり利用したくない		73		9.6		90.4		0		0

		35195		2015保護者		%				まったく利用したくない		410		12		85.9		0.5		1.7

		35196		2015保護者		%				わからない		262		10.3		85.5		0.8		3.4

		35197		2015保護者		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜進学希望者ベース＞》

		35198		2015保護者		%				利用したい・計		493		10.5		86.6		0.8		2

		35199		2015保護者		%				ぜひ利用した		153		9.8		86.9		0		3.3

		35200		2015保護者		%				できれば利用したい		340		10.9		86.5		1.2		1.5

		35201		2015保護者		%				利用したくない・計		262		12.6		85.5		0.4		1.5

		35202		2015保護者		%				あまり利用したくない		51		9.8		90.2		0		0

		35203		2015保護者		%				まったく利用したくない		211		13.3		84.4		0.5		1.9

		35204		2015保護者		%				わからない		177		10.7		83.1		1.1		5.1
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		1		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		目次へ		Ｆ１．続柄

		2		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217

		3		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217

		4		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217				調査数 チョウサ		父親		母親		その他		無回答

		5		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		全体		1696		11.4		86		0.6		2

		6		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		【続柄別】

		7		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		父親		193		100		0		0		0

		8		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		母親		1459		0		100		0		0

		9		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		その他		10		0		0		100		0

		10		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		【子どもの性別】

		11		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		男子		744		14.2		85.5		0.3		0

		12		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		女子		916		9.5		89.6		0.9		0

		13		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		【続柄×子どもの性別】

		14		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		父親×男子		106		100		0		0		0

		15		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		父親×女子		87		100		0		0		0

		16		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		母親×男子		636		0		100		0		0

		17		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		母親×女子		821		0		100		0		0

		18		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		その他×男子		2		0		0		100		0

		19		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		その他×女子		8		0		0		100		0

		20		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		【所属学科別】

		21		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		普通科		1011		12.9		84.1		0.6		2.5

		22		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		専門学科		595		9.7		88.2		0.7		1.3

		23		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		総合学科		90		5.6		93.3		0		1.1

		24		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		【都道府県別】

		25		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		北海道		149		10.7		85.2		2		2

		26		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		岩手県		193		15		82.4		0.5		2.1

		27		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		富山県		212		11.8		87.3		0		0.9

		28		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		東京都		169		5.3		91.7		0		3

		29		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		神奈川県		160		10.6		86.3		1.3		1.9

		30		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		静岡県		206		15.5		83.5		0.5		0.5

		31		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		滋賀府		203		10.8		85.7		0		3.4

		32		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		香川県		211		8.5		87.2		1.4		2.8

		33		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		佐賀県		193		13		85.5		0		1.6

		34		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		【高校タイプ別】

		35		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		大短進学率９５％以上		470		11.5		87		0		1.5

		36		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		大短進学率７０～９５％未満		275		9.8		86.9		0.4		2.9

		37		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		大短進学率４０～７０％未満		358		8.7		88.5		0.8		2

		38		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		大短進学率４０％未満		593		13.7		83.3		1		2

		39		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		大短進学率７０％以上		745		10.9		87		0.1		2

		40		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		大短進学率７０％未満		951		11.8		85.3		0.9		2

		41		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		【希望進路別】

		42		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		進学希望		996		11.8		85.7		0.6		1.8

		43		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　大学・短大進学		831		12.3		85.9		0.1		1.7

		44		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　　大学進学		787		12.1		86		0.1		1.8

		45		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　　短大進学		44		15.9		84.1		0		0

		46		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　専門学校進学		165		9.7		84.8		3		2.4

		47		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		就職		250		10.8		87.6		0.4		1.2

		48		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		海外の大学等への進学		6		33.3		33.3		0		33.3

		49		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		その他		18		27.8		72.2		0		0

		50		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		何でもよい		388		10.3		86.9		0.5		2.3

		51		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		無回答		38		2.6		89.5		2.6		5.3

		52		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		【進路について話す頻度別】

		53		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		話す・計		1502		10.2		87.4		0.5		1.9

		54		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　よく話をする		371		9.7		87.6		0.5		2.2

		55		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　時々話をする		1131		10.3		87.3		0.5		1.9

		56		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		話さない・計		189		21.2		75.7		0.5		2.6

		57		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　あまり話さない		176		21		75.6		0.6		2.8

		58		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　まったく話さない		13		23.1		76.9		0		0

		59		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		【希望進路や、進路に対する考えの認知別】

		60		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		知っている・計		1560		11		86.5		0.6		1.9

		61		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　よく知っている		718		7.2		90		0.6		2.2

		62		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　少し知っている		842		14.1		83.6		0.6		1.7

		63		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		知らない・計		127		15.7		80.3		0.8		3.1

		64		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　あまり知らない		116		13.8		81.9		0.9		3.4

		65		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　まったく知らない		11		36.4		63.6		0		0

		66		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		【進路に関する悩みや不安の認知】

		67		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		知っている・計		1213		8.7		88.6		0.6		2.1

		68		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　よく知っている		368		8.2		88.3		1.1		2.4

		69		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　少し知っている		845		8.9		88.8		0.4		2

		70		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		知らない・計		466		18.5		79.2		0.6		1.7

		71		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　あまり知らない		426		18.5		79.3		0.7		1.4

		72		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　まったく知らない		40		17.5		77.5		0		5

		73		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		【進路の悩みや不安のアドバイス別】

		74		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		している・計		1331		10.4		87.2		0.7		1.8

		75		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　よくしている		399		7		90.7		0.8		1.5

		76		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　少ししている		932		11.8		85.6		0.6		1.9

		77		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		していない・計		347		15.3		81.6		0.3		2.9

		78		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　あまりしていない		310		14.8		82.6		0.3		2.3

		79		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　まったくしていない		37		18.9		73		0		8.1

		80		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		【アドバイスの難しさ別】

		81		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		難しい・計		1225		10.3		87.3		0.6		1.9

		82		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　非常に難しい		306		10.5		86.3		0.7		2.6

		83		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　やや難しい		919		10.2		87.6		0.5		1.6

		84		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		難しいとは感じていない		445		15.1		82		0.7		2.2

		85		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		その他		8		0		87.5		0		12.5

		86		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		【働くことについての気がかり別】

		87		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		ある		1168		10.4		88		0.7		0.9

		88		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		ない		465		14.2		83.4		0.4		1.9

		89		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		子どもが働くことについて考えたことがない		20		15		85		0		0

		90		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		【未来社会の好ましさ別】

		91		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		好ましい・計		447		13.4		84.8		0.7		1.1

		92		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　とても好ましい社会だ		15		26.7		73.3		0		0

		93		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　まあまあ好ましい社会だ		432		13		85.2		0.7		1.2

		94		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		好ましくない・計		1037		11.5		87.2		0.5		0.9

		95		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　あまり好ましい社会ではない		953		10.7		87.8		0.5		0.9

		96		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　非常に好ましくない社会だ		84		20.2		79.8		0		0

		97		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		【仕事内容、楽しさについて話す状況別】

		98		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		話す・計		1116		8.6		89.9		0.5		1

		99		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　よく話す		353		6.2		92.1		0.8		0.8

		100		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　時々話す		763		9.7		88.9		0.4		1

		101		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		話さない・計		544		17.8		80		0.7		1.5

		102		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　ほとんど話さない		504		17.7		80		0.8		1.6

		103		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　まったく話さない		40		20		80		0		0

		104		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		【子どもの将来へのグローバル化の影響】

		105		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		ある		811		14.7		83.7		0.5		1.1

		106		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		ない		46		10.9		89.1		0		0

		107		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		わからない		772		8.8		89.8		0.5		0.9

		108		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		【子どもを留学させたいか】

		109		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		留学させたい・計		368		9.2		89.1		0.5		1.1

		110		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　留学させたい		96		11.5		85.4		1		2.1

		111		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　できれば留学させたい		272		8.5		90.4		0.4		0.7

		112		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		留学させたいと思わない・計		711		12		86.8		0.6		0.7

		113		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　あまり留学させたいと思わない		297		10.1		88.9		0		1

		114		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　留学させたいと思わない		414		13.3		85.3		1		0.5

		115		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		どちらでもよい		556		12.8		86		0.5		0.7

		116		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		【グローバル社会に通用する人材について】

		117		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		なってほしい・計		654		14.1		84.3		0.8		0.9

		118		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　ぜひなってほしい		179		18.4		79.9		1.1		0.6

		119		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　できればなってほしい		475		12.4		85.9		0.6		1.1

		120		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		なってほしいと思わない・計		89		13.5		84.3		2.2		0

		121		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　あまりなってほしいと思わない		49		12.2		83.7		4.1		0

		122		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		　なってほしいと思わない		40		15		85		0		0

		123		2013保護者 ホゴシャ		%		表0217		どちらでもよい		824		9.6		89.7		0.1		0.6
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		1		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		目次へ		【保護者】／Ｆ１．続柄

		2		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197

		3		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197

		4		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197				調査数		父親		母親		その他		無回答

		5		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		全体		1417		15		81.7		0.7		2.6

		6		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		【続柄別】

		7		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		父親		212		100		0		0		0

		8		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		母親		1158		0		100		0		0

		9		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		その他		10		0		0		100		0

		10		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		【子どもの性別】

		11		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		男子		678		17.1		82.2		0.7		0

		12		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		女子		703		13.7		85.3		0.7		0.3

		13		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		【続柄×子どもの性別】

		14		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		父親×男子		116		100		0		0		0

		15		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		父親×女子		96		100		0		0		0

		16		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		母親×男子		557		0		100		0		0

		17		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		母親×女子		600		0		100		0		0

		18		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		その他×男子		5		0		0		100		0

		19		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		その他×女子		5		0		0		100		0

		20		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		【所属学科別】

		21		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		普通科		955		15.8		81.7		0.5		2

		22		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		専門学科		302		10.6		85.8		1		2.6

		23		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		総合学科		160		18.1		74.4		1.3		6.3

		24		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		【都道府県別】

		25		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		北海道		204		15.2		78.4		0.5		5.9

		26		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		青森県		219		20.5		76.7		0.9		1.8

		27		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		茨城県		185		14.1		82.2		1.1		2.7

		28		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		東京都		42		4.8		92.9		0		2.4

		29		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		新潟県		185		21.1		74.6		1.1		3.2

		30		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		愛知県		169		11.8		87.6		0		0.6

		31		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		大阪府		89		13.5		84.3		1.1		1.1

		32		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		鳥取県		114		15.8		80.7		1.8		1.8

		33		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		佐賀県		210		9		88.6		0		2.4

		34		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		【高校タイプ別】

		35		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		大短進学率９５％以上		370		18.1		80.5		0.3		1.1

		36		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		大短進学率７０～９５％未満		250		16		82		0		2

		37		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		大短進学率４０～７０％未満		163		9.2		87.7		0		3.1

		38		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		大短進学率４０％未満		634		14.2		80.8		1.4		3.6

		39		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		大短進学率７０％以上		620		17.3		81.1		0.2		1.5

		40		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		大短進学率７０％未満		797		13.2		82.2		1.1		3.5

		41		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		【希望進路別】

		42		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		進学希望		852		16.4		81.2		0.4		2

		43		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　大学・短大進学		679		17.8		80.6		0.1		1.5

		44		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　　大学進学		628		18		80.6		0.2		1.3

		45		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　　短大進学		51		15.7		80.4		0		3.9

		46		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　専門学校進学		173		11		83.8		1.2		4

		47		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		就職		251		13.1		81.7		1.6		3.6

		48		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		留学		1		0		100		0		0

		49		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		その他		10		0		70		10		20

		50		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		何でもよい		272		13.2		84.2		0.4		2.2

		51		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		無回答		31		9.7		77.4		3.2		9.7

		52		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		【進路について話す頻度別】

		53		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		話す・計		1260		14.6		82.1		0.7		2.6

		54		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　よく話をする		350		11.4		85.7		0.9		2

		55		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　たまに話をする		910		15.8		80.7		0.7		2.9

		56		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		話さない・計		155		18.1		78.7		0.6		2.6

		57		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　あまり話さない		150		18		78.7		0.7		2.7

		58		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　まったく話さない		5		20		80		0		0

		59		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		【希望進路や、進路に対する考えの認知別】

		60		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		知っている・計		1281		14.4		82.2		0.7		2.7

		61		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　よく知っている		589		13.2		84		0.7		2

		62		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　少し知っている		692		15.5		80.6		0.7		3.2

		63		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		知らない・計		132		19.7		77.3		0.8		2.3

		64		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　あまり知らない		125		19.2		77.6		0.8		2.4

		65		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　まったく知らない		7		28.6		71.4		0		0

		66		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		【進路に関する悩みや不安の認知】

		67		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		知っている・計		998		13.5		82.7		1		2.8

		68		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　よく知っている		323		13.6		83.3		1.5		1.5

		69		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　少し知っている		675		13.5		82.4		0.7		3.4

		70		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		知らない・計		409		18.3		79.5		0		2.2

		71		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　あまり知らない		380		16.8		80.8		0		2.4

		72		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　まったく知らない		29		37.9		62.1		0		0

		73		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		【進路の悩みや不安のアドバイス別】

		74		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		している・計		1087		14.5		81.9		0.9		2.7

		75		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　よくしている		325		14.2		81.8		1.5		2.5

		76		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　少ししている		762		14.7		81.9		0.7		2.8

		77		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		していない・計		318		16.7		80.8		0		2.5

		78		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　あまりしていない		280		16.4		81.1		0		2.5

		79		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　まったくしていない		38		18.4		78.9		0		2.6

		80		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		【アドバイスの難しさ別】

		81		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		難しい・計		1017		13.1		83.8		0.6		2.6

		82		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　非常に難しい		290		13.1		83.4		0.3		3.1

		83		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　やや難しい		727		13.1		83.9		0.7		2.3

		84		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		難しいとは感じていない		382		20.2		76.4		1		2.4

		85		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		その他		5		20		80		0		0

		86		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		【働くことについての気がかり別】

		87		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		ある		345		12.8		84.1		0.6		2.6

		88		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		ない		951		15.8		81.4		0.7		2.1

		89		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		子どもが働くことについて考えたことがない		24		20.8		79.2		0		0

		90		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		【未来社会の好ましさ別】

		91		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		好ましい・計		236		16.9		80.9		1.7		0.4

		92		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　とても好ましい社会だ		14		35.7		64.3		0		0

		93		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　まあまあ好ましい社会だ		222		15.8		82		1.8		0.5

		94		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		好ましくない・計		992		14.9		82.6		0.6		1.9

		95		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　あまり好ましい社会ではない		859		14.9		82.7		0.7		1.7

		96		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　非常に好ましくない社会だ		133		15		82		0		3

		97		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		【仕事内容、楽しさについて話す状況別】

		98		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		話す・計		962		11.4		85.9		0.7		2

		99		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　よく話す		264		9.5		87.9		0.8		1.9

		100		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　時々話す		698		12.2		85.1		0.7		2

		101		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		話さない・計		409		23.7		74.3		0.7		1.2

		102		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　ほとんど話さない		386		23.6		74.4		0.8		1.3

		103		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　まったく話さない		23		26.1		73.9		0		0

		104		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		【情報源別】

		105		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		人間関係		858		13.8		84.5		0.3		1.4

		106		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　ご家族		420		14.8		83.6		0.2		1.4

		107		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　ご友人・知人		636		11.9		86.9		0.3		0.8

		108		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　職場関係		329		17.6		80.9		0		1.5

		109		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　その他人物		56		10.7		85.7		1.8		1.8

		110		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		紙メディア・計		648		17.9		80.4		0.2		1.5

		111		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　雑誌		218		23.9		74.8		0		1.4

		112		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　書籍		196		17.3		80.6		0		2

		113		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　新聞		514		18.9		79.6		0.2		1.4

		114		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		テレビ・ラジオ		424		16.7		80.2		0.5		2.6

		115		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		ネット・計		607		18		80.4		0.2		1.5

		116		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　ホームページ		593		18.4		79.9		0.2		1.5

		117		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　ブログ・ＳＮＳ		28		10.7		85.7		0		3.6

		118		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		　メールマガジン		29		17.2		82.8		0		0

		119		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		その他		35		8.6		91.4		0		0

		120		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		情報源なし		38		13.2		76.3		2.6		7.9

		121		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		【震災前後の意識変化別】

		122		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		変化あり		178		9		88.2		0.6		2.2

		123		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197		変化なし		924		18.5		79.5		0.9		1.1

		124		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197

		125		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197

		126		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197

		127		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197

		128		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197

		129		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197

		130		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197

		131		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197

		132		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197

		133		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197

		134		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197

		135		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197

		136		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197

		137		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197

		138		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197

		139		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197

		140		2011保護者 ホゴシャ		%		表0197
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		11576		2009保護者 ホゴシャ		%		125		【保護者】／Ｆ１．続柄

		11577		2009保護者 ホゴシャ		%		125				調査数		父親		母親		その他		無回答

		11578		2009保護者 ホゴシャ		%		125		全体		1495		12.9		83.8		0.9		2.4

		11579		2009保護者 ホゴシャ		%		125		【続柄別】

		11580		2009保護者 ホゴシャ		%		125		父親		193		100		0		0		0

		11581		2009保護者 ホゴシャ		%		125		母親		1253		0		100		0		0

		11582		2009保護者 ホゴシャ		%		125		その他		13		0		0		100		0

		11583		2009保護者 ホゴシャ		%		125		【続柄×子どもの性別】

		11584		2009保護者 ホゴシャ		%		125		父親×男子		133		100		0		0		0

		11585		2009保護者 ホゴシャ		%		125		父親×女子		60		100		0		0		0

		11586		2009保護者 ホゴシャ		%		125		母親×男子		644		0		100		0		0

		11587		2009保護者 ホゴシャ		%		125		母親×女子		609		0		100		0		0

		11588		2009保護者 ホゴシャ		%		125		その他×男子		7		0		0		100		0

		11589		2009保護者 ホゴシャ		%		125		その他×女子		5		0		0		100		0

		11590		2009保護者 ホゴシャ		%		125		【所属学科別】

		11591		2009保護者 ホゴシャ		%		125		普通科		935		9.8		87.4		0.9		1.9

		11592		2009保護者 ホゴシャ		%		125		専門学科		475		15.8		80.2		0.8		3.2

		11593		2009保護者 ホゴシャ		%		125		総合学科		85		30.6		64.7		1.2		3.5

		11594		2009保護者 ホゴシャ		%		125		【都道府県】

		11595		2009保護者 ホゴシャ		%		125		北海道		106		13.2		85.8		0		0.9

		11596		2009保護者 ホゴシャ		%		125		山形県		184		25.5		70.1		1.6		2.7

		11597		2009保護者 ホゴシャ		%		125		埼玉県		195		11.3		84.6		0.5		3.6

		11598		2009保護者 ホゴシャ		%		125		東京都		90		8.9		87.8		2.2		1.1

		11599		2009保護者 ホゴシャ		%		125		石川県		196		11.7		83.7		1		3.6

		11600		2009保護者 ホゴシャ		%		125		三重県		168		9.5		86.9		1.2		2.4

		11601		2009保護者 ホゴシャ		%		125		京都府		183		11.5		84.7		1.1		2.7

		11602		2009保護者 ホゴシャ		%		125		愛媛県		174		7.5		92		0		0.6

		11603		2009保護者 ホゴシャ		%		125		鹿児島県		199		14.6		82.4		0.5		2.5

		11604		2009保護者 ホゴシャ		%		125		【希望進路別】

		11605		2009保護者 ホゴシャ		%		125		大学・短大進学		771		11.3		86.1		0.6		1.9

		11606		2009保護者 ホゴシャ		%		125		専門学校進学		153		10.5		86.3		1.3		2

		11607		2009保護者 ホゴシャ		%		125		就職		247		19		77.3		1.6		2

		11608		2009保護者 ホゴシャ		%		125		留学		2		0		100		0		0

		11609		2009保護者 ホゴシャ		%		125		その他		15		26.7		73.3		0		0

		11610		2009保護者 ホゴシャ		%		125		子どもが希望するなら何でもいい		288		12.8		82.6		0.7		3.8

		11611		2009保護者 ホゴシャ		%		125		無回答		19		10.5		78.9		0		10.5

		11612		2009保護者 ホゴシャ		%		125		【進路について話す頻度別】

		11613		2009保護者 ホゴシャ		%		125		話す・計		1332		12		84.6		0.8		2.6

		11614		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　よく話をする		365		9.6		86.6		0.8		3

		11615		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　たまに話をする		967		12.9		83.9		0.8		2.4

		11616		2009保護者 ホゴシャ		%		125		話さない・計		159		20.8		76.7		1.3		1.3

		11617		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　あまり話さない		141		22		75.2		1.4		1.4

		11618		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　まったく話さない		18		11.1		88.9		0		0

		11619		2009保護者 ホゴシャ		%		125		【希望進路や、進学に対する考えの認知別】

		11620		2009保護者 ホゴシャ		%		125		知っている・計		1336		12.4		84.2		0.8		2.5

		11621		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　よく知っている		581		11		85.5		0.9		2.6

		11622		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　少し知っている		755		13.5		83.2		0.8		2.5

		11623		2009保護者 ホゴシャ		%		125		知らない・計		155		17.4		80		1.3		1.3

		11624		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　あまり知らない		140		18.6		78.6		1.4		1.4

		11625		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　まったく知らない		15		6.7		93.3		0		0

		11626		2009保護者 ホゴシャ		%		125		【進路に関する悩みや不安の認知】

		11627		2009保護者 ホゴシャ		%		125		知っている・計		1022		11.5		85.1		0.7		2.6

		11628		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　よく知っている		303		10.2		86.8		0.3		2.6

		11629		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　少し知っている		719		12.1		84.4		0.8		2.6

		11630		2009保護者 ホゴシャ		%		125		知らない・計		464		15.9		81		1.1		1.9

		11631		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　あまり知らない		429		15.9		80.9		1.2		2.1

		11632		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　まったく知らない		35		17.1		82.9		0		0

		11633		2009保護者 ホゴシャ		%		125		【進路の悩みや不安のアドバイス別】

		11634		2009保護者 ホゴシャ		%		125		している・計		1135		12.1		84.5		0.6		2.8

		11635		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　よくしている		329		10.6		85.7		1.2		2.4

		11636		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　少ししている		806		12.7		84		0.4		3

		11637		2009保護者 ホゴシャ		%		125		していない・計		350		15.7		81.7		1.4		1.1

		11638		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　あまりしていない		308		14.6		83.1		1.3		1

		11639		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　まったくしていない		42		23.8		71.4		2.4		2.4

		11640		2009保護者 ホゴシャ		%		125		【アドバイスの難しさ別】

		11641		2009保護者 ホゴシャ		%		125		難しい・計		1093		10.4		86.6		0.7		2.3

		11642		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　非常に難しい		342		11.4		84.2		0.9		3.5

		11643		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　やや難しい		751		10		87.6		0.7		1.7

		11644		2009保護者 ホゴシャ		%		125		難しいとは感じていない		377		19.6		76.9		0.8		2.7

		11645		2009保護者 ホゴシャ		%		125		その他		14		21.4		64.3		7.1		7.1

		11646		2009保護者 ホゴシャ		%		125		【働くことについての気がかり別】

		11647		2009保護者 ホゴシャ		%		125		ある		980		11.3		86.1		0.8		1.7

		11648		2009保護者 ホゴシャ		%		125		ない		409		18.3		78.7		1		2

		11649		2009保護者 ホゴシャ		%		125		子どもが働くことについて考えたことがない		22		4.5		90.9		4.5		0

		11650		2009保護者 ホゴシャ		%		125		【子どもがニートになる不安別】

		11651		2009保護者 ホゴシャ		%		125		なりそう・計		80		15		80		0		5

		11652		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　なりそうな兆候を強く感じる		16		6.3		93.8		0		0

		11653		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　いつかなりそうな予感がする		64		17.2		76.6		0		6.3

		11654		2009保護者 ホゴシャ		%		125		ならない・計		1110		13		84.7		0.9		1.4

		11655		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　たぶんならないと思う		870		12.5		85.1		1		1.4

		11656		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　ならないと断言できる		240		14.6		83.3		0.4		1.7

		11657		2009保護者 ホゴシャ		%		125		よくわからない		224		12.9		84.8		1.3		0.9

		11658		2009保護者 ホゴシャ		%		125		【未来社会の好ましさ別】

		11659		2009保護者 ホゴシャ		%		125		好ましい・計		133		21.8		77.4		0		0.8

		11660		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　とても好ましい社会だ		7		28.6		57.1		0		14.3

		11661		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　まあまあ好ましい社会だ		126		21.4		78.6		0		0

		11662		2009保護者 ホゴシャ		%		125		好ましくない・計		1237		12.1		85.3		1		1.6

		11663		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　あまり好ましい社会ではない		997		12.1		85.5		1		1.4

		11664		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　非常に好ましくない社会だ		240		12.1		84.6		0.8		2.5

		11665		2009保護者 ホゴシャ		%		125		【仕事内容、楽しさについて話す状況別】

		11666		2009保護者 ホゴシャ		%		125		話す・計		1016		11		86.4		0.5		2.1

		11667		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　よく話す		277		7.2		89.2		0		3.6

		11668		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　時々話す		739		12.4		85.4		0.7		1.5

		11669		2009保護者 ホゴシャ		%		125		話さない・計		430		17.4		80		1.6		0.9

		11670		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　ほとんど話さない		409		17.6		80		1.5		1

		11671		2009保護者 ホゴシャ		%		125		　まったく話さない		21		14.3		81		4.8		0
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		2393		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				Ｆ１．続柄

		2394		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%

		2395		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%						調査数		父親		母親		その他		無回答

		2396		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				全体		1541		15.2		83.5		1.2		0

		2397		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%		Ｑ８		大学・短大進学		835		16.3		82.5		1.2		0

		2398		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				専門学校進学		152		9.9		88.8		1.3		0

		2399		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				就職		236		12.3		85.6		2.1		0

		2400		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				留学		3		66.7		0		33.3		0

		2401		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				その他		11		27.3		72.7		0		0

		2402		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				子どもが希望する進路なら何でもいい		278		16.5		83.1		0.4		0

		2403		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%		Ｑ１		よく話をする		383		11.7		87.5		0.8		0

		2404		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				たまに話をする		1019		15.4		83.6		1		0

		2405		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				あまり話さない		126		23.8		73		3.2		0

		2406		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				まったく話さない		10		20		60		20		0

		2407		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%		Ｑ２		よく知っている		647		11.6		87.5		0.9		0

		2408		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				少し知っている		775		16.9		81.9		1.2		0

		2409		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				あまり知らない		109		24.8		72.5		2.8		0

		2410		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				まったく知らない		8		12.5		75		12.5		0

		2411		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%		Ｑ３		よく知っている		358		9.5		88.8		1.7		0

		2412		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				少し知っている		755		16		83.6		0.4		0

		2413		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				あまり知らない		392		19.1		79.3		1.5		0

		2414		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				まったく知らない		26		15.4		76.9		7.7		0

		2415		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%
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		6723		2005保護者 ホゴシャ		%		77		Ｆ１．続柄

		6724		2005保護者 ホゴシャ		%		77				調査数		父親		母親		その他		無回答

		6725		2005保護者 ホゴシャ		%		77		全体		2181		14		83.1		1		1.8

		6726		2005保護者 ホゴシャ		%		77		【続柄】

		6727		2005保護者 ホゴシャ		%		77		父親		306		100		0		0		0

		6728		2005保護者 ホゴシャ		%		77		母親		1813		0		100		0		0

		6729		2005保護者 ホゴシャ		%		77		その他		22		0		0		100		0

		6730		2005保護者 ホゴシャ		%		77		【性別】

		6731		2005保護者 ホゴシャ		%		77		子どもが男		1113		16.6		82.1		1		0.3

		6732		2005保護者 ホゴシャ		%		77		子どもが女		1029		11.8		86.9		1.1		0.3

		6733		2005保護者 ホゴシャ		%		77		【続柄×性別】

		6734		2005保護者 ホゴシャ		%		77		父親　　子どもが男		185		100		0		0		0

		6735		2005保護者 ホゴシャ		%		77		　　　　子どもが女		121		100		0		0		0

		6736		2005保護者 ホゴシャ		%		77		母親　　子どもが男		914		0		100		0		0

		6737		2005保護者 ホゴシャ		%		77		　　　　子どもが女		894		0		100		0		0

		6738		2005保護者 ホゴシャ		%		77		その他　子どもが男		11		0		0		100		0

		6739		2005保護者 ホゴシャ		%		77		　　　　子どもが女		11		0		0		100		0

		6740		2005保護者 ホゴシャ		%		77		【所属している学科】

		6741		2005保護者 ホゴシャ		%		77		普通科		1333		14.6		84.3		0.9		0.2

		6742		2005保護者 ホゴシャ		%		77		専門学科		645		14.1		84.5		0.9		0.5

		6743		2005保護者 ホゴシャ		%		77		総合学科		146		13.7		84.9		1.4		0

		6744		2005保護者 ホゴシャ		%		77		【高校卒業後の希望進路】

		6745		2005保護者 ホゴシャ		%		77		大学・短大進学		1101		15.2		82.6		0.9		1.4

		6746		2005保護者 ホゴシャ		%		77		専門学校進学		270		13		83.7		1.5		1.9

		6747		2005保護者 ホゴシャ		%		77		就職		296		11.1		86.1		1		1.7

		6748		2005保護者 ホゴシャ		%		77		留学		2		100		0		0		0

		6749		2005保護者 ホゴシャ		%		77		その他		12		16.7		83.3		0		0

		6750		2005保護者 ホゴシャ		%		77		子どもが希望する進路なら

		6751		2005保護者 ホゴシャ		%		77		　　　　　　　　　　何でもいい		468		13.5		84.2		1.1		1.3

		6752		2005保護者 ホゴシャ		%		77		【高校の所在地】

		6753		2005保護者 ホゴシャ		%		77		北海道		184		14.1		82.6		1.6		1.6

		6754		2005保護者 ホゴシャ		%		77		青森		202		16.3		80.2		1		2.5

		6755		2005保護者 ホゴシャ		%		77		群馬		202		14.4		81.7		1		3

		6756		2005保護者 ホゴシャ		%		77		東京		168		16.1		81		1.2		1.8

		6757		2005保護者 ホゴシャ		%		77		山梨		200		17.5		80		1		1.5

		6758		2005保護者 ホゴシャ		%		77		福井		199		15.1		80.9		1		3

		6759		2005保護者 ホゴシャ		%		77		愛知		217		13.4		84.3		1.4		0.9

		6760		2005保護者 ホゴシャ		%		77		奈良		187		12.8		84.5		1.6		1.1

		6761		2005保護者 ホゴシャ		%		77		岡山		194		10.3		88.1		1		0.5

		6762		2005保護者 ホゴシャ		%		77		佐賀		220		16.4		81.8		0		1.8

		6763		2005保護者 ホゴシャ		%		77		大分		208		8.2		88.9		0.5		2.4

		6764		2005保護者 ホゴシャ		%		77		【進路について話す頻度】

		6765		2005保護者 ホゴシャ		%		77		よく話をする		520		10.2		87.1		1.2		1.5

		6766		2005保護者 ホゴシャ		%		77		たまに話をする		1419		13.7		84		1.1		1.3

		6767		2005保護者 ホゴシャ		%		77		あまり話さない		207		24.6		71.5		0.5		3.4

		6768		2005保護者 ホゴシャ		%		77		まったく話さない		25		32		64		0		4

		6769		2005保護者 ホゴシャ		%		77		【希望進路・

		6770		2005保護者 ホゴシャ		%		77		　　　進路に対する考えの認知】

		6771		2005保護者 ホゴシャ		%		77		よく知っている		870		10.9		86.9		0.8		1.4

		6772		2005保護者 ホゴシャ		%		77		少し知っている		1082		14.5		82.9		1.2		1.4

		6773		2005保護者 ホゴシャ		%		77		あまり知らない		197		23.4		73.1		1		2.5

		6774		2005保護者 ホゴシャ		%		77		まったく知らない		17		41.2		58.8		0		0

		6775		2005保護者 ホゴシャ		%		77		【進路選択の悩みや不安の認知】

		6776		2005保護者 ホゴシャ		%		77		よく知っている		487		9		89.1		0.4		1.4

		6777		2005保護者 ホゴシャ		%		77		少し知っている		1027		11.4		86.2		1.3		1.2

		6778		2005保護者 ホゴシャ		%		77		あまり知らない		577		21.8		75.4		1		1.7

		6779		2005保護者 ホゴシャ		%		77		まったく知らない		61		31.1		63.9		1.6		3.3

		6780		2005保護者 ホゴシャ		%		77		【進路の悩みや

		6781		2005保護者 ホゴシャ		%		77		不安のアドバイスに対する考え】

		6782		2005保護者 ホゴシャ		%		77		よくしている		522		11.5		86.2		1.1		1.1

		6783		2005保護者 ホゴシャ		%		77		少ししている		1121		13		84.7		0.6		1.6

		6784		2005保護者 ホゴシャ		%		77		あまりしていない		435		17.7		78.9		1.8		1.6

		6785		2005保護者 ホゴシャ		%		77		まったくしていない		75		30.7		66.7		0		2.7

		6786		2005保護者 ホゴシャ		%		77		【アドバイスの難しさ】

		6787		2005保護者 ホゴシャ		%		77		非常に難しい		372		9.7		87.9		0.5		1.9

		6788		2005保護者 ホゴシャ		%		77		やや難しい		1079		12.5		85		1		1.5

		6789		2005保護者 ホゴシャ		%		77		難しいとは感じていない		698		19.2		78.5		1.1		1.1

		6790		2005保護者 ホゴシャ		%		77		その他		7		0		85.7		14.3		0

		6791		2005保護者 ホゴシャ		%		77		【働くことについての

		6792		2005保護者 ホゴシャ		%		77		　　　　　　　　気がかりな点】

		6793		2005保護者 ホゴシャ		%		77		ある		1339		13.3		84.9		1		0.8

		6794		2005保護者 ホゴシャ		%		77		ない		747		15.9		81.4		1.1		1.6

		6795		2005保護者 ホゴシャ		%		77		子どもが働くことについて

		6796		2005保護者 ホゴシャ		%		77		　　　　　　　　考えた事がない		28		17.9		82.1		0		0

		6797		2005保護者 ホゴシャ		%		77		【ニートに対しての不安点】

		6798		2005保護者 ホゴシャ		%		77		なりそうな兆候を強く感じる		21		19		81		0		0

		6799		2005保護者 ホゴシャ		%		77		いつかなりそうな予感がする		62		16.1		83.9		0		0

		6800		2005保護者 ホゴシャ		%		77		たぶんならないと思う		1299		12.9		85.3		0.8		1

		6801		2005保護者 ホゴシャ		%		77		ならないと断言できる		441		16.6		81		1.4		1.1

		6802		2005保護者 ホゴシャ		%		77		よくわからない		233		15.9		80.7		1.7		1.7

		6803		2005保護者 ホゴシャ		%		77		【これからの社会について】

		6804		2005保護者 ホゴシャ		%		77		とても好ましい社会だ		10		20		80		0		0

		6805		2005保護者 ホゴシャ		%		77		まあまあ好ましい社会だ		339		20.9		77		1.2		0.9

		6806		2005保護者 ホゴシャ		%		77		あまり好ましい社会ではない		1352		12.5		85.8		1		0.7

		6807		2005保護者 ホゴシャ		%		77		非常に好ましくない社会だ		209		18.2		79.9		0.5		1.4

		6808		2005保護者 ホゴシャ		%		77		【仕事の具体的内容、

		6809		2005保護者 ホゴシャ		%		77		　　　楽しさや大変さについて】

		6810		2005保護者 ホゴシャ		%		77		よく話す		435		8.7		89.7		0.7		0.9

		6811		2005保護者 ホゴシャ		%		77		時々話す		1114		12.8		85.2		1		1

		6812		2005保護者 ホゴシャ		%		77		ほとんど話さない		508		20.7		77.4		1		1

		6813		2005保護者 ホゴシャ		%		77		まったく話さない		40		32.5		65		0		2.5





2003

		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55








×属性別

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3

																												男子 ダンシ		女子 ジョシ		無回答

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2

				3		0		0		0		0		0						2015年 ネン		全体 ゼンタイ				Ｆ１．性別

				6		23193		2015高校生		%		0								2015年 ネン		全体 ゼンタイ				調査数		男		女		無回答

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1

		2015		7		23194		2015高校生		%		0		全体		●				2015年 ネン		全体 ゼンタイ				1887		48.5		48.4		3.0

		2015		9		23196		2015高校生		%		《性別》		男子		●				性別 セイベツ		男子 ダンシ				916		100.0		―		―

		2015		10		23197		2015高校生		%		0		女子		●						女子 ジョシ				914		―		100.0		―

		2015		12		23199		2015高校生		%		《所属学科別》		普通科		●				学科別 ガッカベツ		普通科				1471		47.6		49.9		2.5

		2015		13		23200		2015高校生		%		0		専門学科		●						専門学科				416		51.9		43.3		4.8

		2015		14		23201		2015高校生		%		0		総合学科		●						総合学科				0		―		―		―

		2015		16		23203		2015高校生		%		《都道府県別》		北海道		×				都道府県
別 トドウフケンベツ		北海道				208		27.9		62.5		9.6

		2015		17		23204		2015高校生		%		0		宮城県		×						青森県				222		54.5		45.0		0.5

		2015		18		23205		2015高校生		%		0		群馬県		×						茨城県				216		48.1		49.1		2.8

		2015		19		23206		2015高校生		%		0		東京都		×						東京都				213		49.8		46.5		3.8

		2015		20		23207		2015高校生		%		0		三重県		×						新潟県				215		31.2		66.0		2.8

		2015		21		23208		2015高校生		%		0		福井県		×						愛知県				191		53.4		45.5		1.0

		2015		22		23209		2015高校生		%		0		兵庫県		×						大阪府				228		55.7		41.2		3.1

		2015		23		23210		2015高校生		%		0		広島県		×						鳥取県				154		54.5		44.8		0.6

		2015		24		23211		2015高校生		%		0		福岡県		×						佐賀県				240		61.3		36.3		2.5

		2015		26		23213		2015高校生		%		《高校タイプ別》		大短進学率95%以上		×				大短
進学率
別		95%以上 イジョウ				224		41.1		55.8		3.1

		2015		27		23214		2015高校生		%		0		大短進学率70～95%未満		×						70～95%未満 ミマン				671		51.0		48.3		0.7

		2015		28		23215		2015高校生		%		0		大短進学率40～70%未満		×						40～70%未満 ミマン				360		47.2		51.7		1.1

		2015		29		23216		2015高校生		%		0		大短進学率40%未満		×						40%未満 ミマン				632		49.4		44.1		6.5

		2015		30		23217		2015高校生		%		0		大短進学率70%以上上記該当校・計		×						70%以上・計 イジョウケイ				895		48.5		50.2		1.3

		2015		31		23218		2015高校生		%		0		大短進学率70%未満上記該当校・計		×						70%未満・計 ミマンケイ				992		48.6		46.9		4.5

		2015		33		23220		2015高校生		%		《希望進路別》		進学希望		×				希望進路
別 キボウシンロベツ		進学希望・計 シンガクキボウケイ				1426		45.4		52.8		1.8

		2015		34		23221		2015高校生		%		0		大学・短大進学		●						大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク				1148		49.7		49.0		1.4

		2015		35		23222		2015高校生		%		0		大学進学		●								大学進学 ダイガクシンガク		1087		51.9		46.7		1.4

		2015		36		23223		2015高校生		%		0		短大進学		●								短大進学 タンダイシンガク		61		9.8		88.5		1.6

		2015		37		23224		2015高校生		%		0		専門学校進学		●						専門学校進学 センモンガッコウシンガク				278		27.7		68.7		3.6

		2015		38		23225		2015高校生		%		0		就職		●						就職 シュウショク				383		61.9		33.7		4.4

		2015		39		23226		2015高校生		%		0		海外の大学等への進学		×						留学 リュウガク				7		14.3		85.7		―

		2015		40		23227		2015高校生		%		0		フリーター・その他		×						フリーター･その他 ホカ				37		45.9		45.9		8.1

		2015		41		23228		2015高校生		%		0		パート・アルバイト		×								フリーター		2		50.0		50.0		―

		2015		42		23229		2015高校生		%		0		その他		×								その他 ホカ		35		45.7		45.7		8.6

		2015		43		23230		2015高校生		%		0		無回答		×						無回答 ムカイトウ				34		41.2		26.5		32.4

		2015		45		23232		2015高校生		%		《進路について話す頻度別》		話す･計		●				進路対話
頻度別 シンロタイワヒンドベツ		話す･計 ハナケイ				1481		46.3		51.1		2.6

		2015		46		23233		2015高校生		%		0		よく話をする		●								よく話をする ハナ		348		39.1		57.5		3.4

		2015		47		23234		2015高校生		%		0		時々話をする		●								時々話をする トキドキハナシ		1133		48.5		49.2		2.4

		2015		48		23235		2015高校生		%		0		話さない･計		●						話さない･計 ハナシケイ				394		56.3		39.3		4.3

		2015		49		23236		2015高校生		%		0		あまり話さない		●								あまり話さない ハナ		337		55.5		40.1		4.5

		2015		50		23237		2015高校生		%		0		まったく話さない		●								まったく話さない ハナ		57		61.4		35.1		3.5

		2015		52		23239		2015高校生		%		《希望進路に関する保護者の認知別》		知っている・計		×				希望進路
に関する
保護者の
認知別 キボウシンロカンニンチベツ		知っている･計 シケイ				1641		47.0		50.2		2.7

		2015		53		23240		2015高校生		%		0		よく知っている		×								よく知っている シ		801		43.2		54.7		2.1

		2015		54		23241		2015高校生		%		0		少し知っている		×								少し知っている スコシ		840		50.7		46.0		3.3

		2015		55		23242		2015高校生		%		0		知らない・計		×						知らない･計 シケイ				236		59.7		36.9		3.4

		2015		56		23243		2015高校生		%		0		あまり知らない		×								あまり知らない シ		196		60.7		36.2		3.1

		2015		57		23244		2015高校生		%		0		まったく知らない		×								まったく知らない シ		40		55.0		40.0		5.0

		2015		59		23246		2015高校生		%		《進路の悩み不安に関する保護者の認知別》		知っている・計		×				進路の
悩み不安
に関する
保護者の
認知別 シンロナヤフアンカンホゴシャニンチベツ		知っている･計 シケイ				1179		46.9		51.0		2.1

		2015		60		23247		2015高校生		%		0		よく知っている		×								よく知っている シ		347		40.9		56.8		2.3

		2015		61		23248		2015高校生		%		0		少し知っている		×								少し知っている スコシ		832		49.4		48.6		2.0

		2015		62		23249		2015高校生		%		0		知らない・計		×						知らない･計 シケイ				688		51.6		44.5		3.9

		2015		63		23250		2015高校生		%		0		あまり知らない		×								あまり知らない シ		545		51.2		45.3		3.5

		2015		64		23251		2015高校生		%		0		まったく知らない		×								まったく知らない シ		143		53.1		41.3		5.6

		2015		66		23253		2015高校生		%		《進路を考える時の高校生の気持ち別》		楽しい気持ち・計		×				進路検討
時の
気持ち別 シンロケントウジキモベツ		自分の可能性が広がるようで、楽しい				420		48.8		47.6		3.6

		2015		67		23254		2015高校生		%		0		楽しい気持ち		×						自分の将来にそんなにいいことはない、考えてもつまらない				142		50.0		45.8		4.2

		2015		68		23255		2015高校生		%		0		どちらかといえば楽しい気持ち		×						考えること自体がめんどうくさい				278		48.2		48.6		3.2

		2015		69		23256		2015高校生		%		0		不安な気持ち・計		×						進路のことより、もっと考えたいことがある				1363		48.0		49.5		2.5

		2015		70		23257		2015高校生		%		0		どちらかというと不安		×						今が楽しければいいので先のことは考えない				775		48.5		48.9		2.6

		2015		71		23258		2015高校生		%		0		不安な気持ち		×						自分がどうなってしまうのか不安になる				588		47.3		50.3		2.4

		2015		72		23259		2015高校生		%		0		考えたことがない		×						その他				88		58.0		38.6		3.4

		2015		74		23261		2015高校生		%		《進路選択に際してアドバイス希望別》		アドバイス希望あり･計		×				アドバイス
希望別 キボウベツ		希望あり･計 キボウケイ				1167		43.1		54.9		2.0

		2015		75		23262		2015高校生		%		0		たくさんアドバイスしてほしい		×								たくさん		248		36.7		61.7		1.6

		2015		76		23263		2015高校生		%		0		ある程度アドバイスしてほしい		×								ある程度 テイド		919		44.8		53.1		2.1

		2015		77		23264		2015高校生		%		0		アドバイス希望なし･計		×						希望なし･計 キボウケイ				668		59.0		38.0		3.0

		2015		78		23265		2015高校生		%		0		あまりアドバイスしてほしくない		×								あまりほしくない		370		54.9		42.2		3.0

		2015		79		23266		2015高校生		%		0		アドバイスはいらない		×								いらない		298		64.1		32.9		3.0

		2015		81		23268		2015高校生		%		《進路選択に関する保護者の態度別》		干渉･計		●				進路選択
に関する
保護者の
態度別 シンロセンタクカンホゴシャタイドベツ		干渉･計 カンショウケイ				456		49.3		49.1		1.5

		2015		82		23269		2015高校生		%		0		干渉しすぎる		●								干渉しすぎる カンショウ		81		53.1		44.4		2.5

		2015		83		23270		2015高校生		%		0		やや干渉しすぎる		●								やや干渉しすぎる カンショウ		375		48.5		50.1		1.3

		2015		84		23271		2015高校生		%		0		ちょうどいい		●						ちょうどいい				1187		50.4		47.2		2.4

		2015		85		23272		2015高校生		%		0		無関心･計		●						無関心･計 ムカンシンケイ				206		38.8		57.8		3.4

		2015		86		23273		2015高校生		%		0		やや無関心		●								やや無関心 ムカンシン		172		39.5		57.6		2.9

		2015		87		23274		2015高校生		%		0		無関心すぎる		●								無関心すぎる ムカンシン		34		35.3		58.8		5.9

		2015		89		23276		2015高校生		%		《家庭でのキャリア教育経験別１》		高い		▲				家庭内
キャリア
教育
経験別 カテイナイキョウイクケイケンベツ		高い				387		46.0		52.2		1.8

		2015		90		23277		2015高校生		%		0		中		▲						中				928		51.0		46.8		2.3

		2015		91		23278		2015高校生		%		0		低い		▲						低い				1456		48.7		49.3		2.0

		2015		93		23280		2015高校生		%		《家庭でのキャリア教育経験別２》		Ａ．本音を話した：あてはまる・計		▲				家族に自分の本音を話してきた カゾクジブンホンネハナ		あてはまる･計 ケイ				1263		48.3		49.6		2.1

		2015		94		23281		2015高校生		%		0		Ａ．本音を話した：あてはまらない・計		▲						あてはまらない･計 ケイ				576		50.2		47.2		2.6

		2015		95		23282		2015高校生		%		0		Ｂ．厳しくしつけられた：あてはまる・計		▲				厳しくしつけられてきた キビ		あてはまる･計 ケイ				994		50.4		47.5		2.1

		2015		96		23283		2015高校生		%		0		Ｂ．厳しくしつけられた：あてはまらない・計		▲						あてはまらない･計 ケイ				848		47.2		50.5		2.4

		2015		97		23284		2015高校生		%		0		Ｃ．よくほめられた：あてはまる・計		▲				よくほめられてきた		あてはまる･計 ケイ				1098		47.6		50.6		1.7

		2015		98		23285		2015高校生		%		0		Ｃ．よくほめられた：あてはまらない・計		▲						あてはまらない･計 ケイ				745		50.6		46.4		3.0

		2015		99		23286		2015高校生		%		0		Ｄ．「将来は明るい」：あてはまる・計		▲				｢あなたの将来は明るい｣と言われてきた ショウライアカイ		あてはまる･計 ケイ				554		48.4		49.3		2.3

		2015		100		23287		2015高校生		%		0		Ｄ．「将来は明るい」：あてはまらない・計		▲						あてはまらない･計 ケイ				1279		48.9		48.9		2.2

		2015		101		23288		2015高校生		%		0		Ｅ．「夢や目標を持つことは大切」：あてはまる・計		▲				｢夢や目標を持つことは大切｣と言われてきた ユメモクヒョウモタイセツイ		あてはまる･計 ケイ				1164		51.0		47.3		1.7

		2015		102		23289		2015高校生		%		0		Ｅ．「夢や目標を持つことは大切」：あてはまらない・計		▲						あてはまらない･計 ケイ				667		45.0		52.0		3.0

		2015		103		23290		2015高校生		%		0		Ｆ．「自分で選択し責任を持つ」：あてはまる・計		▲				｢自分で選択し責任を持つ｣よう言われてきた ジブンセンタクセキニンモイ		あてはまる･計 ケイ				1302		50.4		47.8		1.8

		2015		104		23291		2015高校生		%		0		Ｆ．「自分で選択し責任を持つ」：あてはまらない・計		▲						あてはまらない･計 ケイ				535		45.2		51.6		3.2

		2015		105		23292		2015高校生		%		0		Ｇ．「自分で選択し責任を持つ」体験：あてはまる・計		▲				｢自分で選択し責任を持つ｣体験をしてきた ジブンセンタクセキニンモタイケン		あてはまる･計 ケイ				944		49.5		48.2		2.3

		2015		106		23293		2015高校生		%		0		Ｇ．「自分で選択し責任を持つ」体験：あてはまらない・計		▲						あてはまらない･計 ケイ				891		48.1		49.7		2.1

		2015		108		23295		2015高校生		%		《未来社会の好ましさ別》		好ましい･計		×				未来社会
展望別 ミライシャカイテンボウベツ		好ましい･計 コノケイ				907		49.1		49.2		1.8

		2015		109		23296		2015高校生		%		0		とても好ましい社会だ		×								とても好ましい コノ		79		64.6		30.4		5.1

		2015		110		23297		2015高校生		%		0		まあまあ好ましい社会だ		×								まあまあ好ましい コノ		828		47.6		51.0		1.4

		2015		111		23298		2015高校生		%		0		好ましくない･計		×						好ましくない･計 コノケイ				836		48.1		49.9		2.0

		2015		112		23299		2015高校生		%		0		あまり好ましい社会ではない		×								あまり好ましくない コノ		720		47.1		51.1		1.8

		2015		113		23300		2015高校生		%		0		非常に好ましくない社会だ		×								非常に好ましくない ヒジョウコノ		116		54.3		42.2		3.4

		2015		115		23302		2015高校生		%		《進路選択の意識別》		考えている･計		×				進路選択
意識別		考えている・計				1530		46.4		51.0		2.6

		2015		116		23303		2015高校生		%		0		かなり考えている		×								かなり考えている		459		37.3		59.7		3.1

		2015		117		23304		2015高校生		%		0		ある程度考えている		×								ある程度考えている		1071		50.3		47.2		2.4

		2015		118		23305		2015高校生		%		0		考えていない･計		×						考えていない・計				346		58.4		37.9		3.8

		2015		119		23306		2015高校生		%		0		あまり考えていない		×						　あまり考えていない		あまり考えていない		318		58.2		39.0		2.8

		2015		120		23307		2015高校生		%		0		まったく考えていない		×						　まったく考えていない		まったく考えていない		28		60.7		25.0		14.3

		2015		129		23316		2015高校生		%		《なぜ勉強するのか話す状況別》		ある		×				なぜ学ぶ
対話別 マナタイワベツ		対話あり タイワ				373		41.3		55.8		2.9

		2015		130		23317		2015高校生		%		0		なし		×						対話なし タイワ				1459		51.0		47.3		1.7

		2015		132		23319		2015高校生		%		《なぜ働くのか話す状況別》		ある		×				なぜ働く
対話別 ハタラタイワベツ		対話あり タイワ				329		35.9		60.8		3.3

		2015		133		23320		2015高校生		%		0		なし		×						対話なし タイワ				1501		51.8		46.6		1.6

		2015		135		23322		2015高校生		%		《仕事内容、楽しさについて話す状況別》		話す･計		●				保護者と
仕事内容
楽しさ
について
話す状況
別 ハナジョウキョウ		話す･計 ハナケイ				782		40.7		56.3		3.1

		2015		136		23323		2015高校生		%		0		よく話す		●								よく話す ハナ		234		29.1		67.1		3.8

		2015		137		23324		2015高校生		%		0		時々話す		●								時々話す トキドキハナ		548		45.6		51.6		2.7

		2015		138		23325		2015高校生		%		0		話さない･計		●						話さない･計 ハナシケイ				1059		55.2		43.5		1.2

		2015		139		23326		2015高校生		%		0		あまり話さない		●								ほとんど話さない ハナ		896		55.5		43.2		1.3

		2015		140		23327		2015高校生		%		0		まったく話さない		●								まったく話さない ハナ		163		54.0		45.4		0.6

		2015		122		23309		2015高校生		%		《自己進路実現可能感別》		思う･計		▲				自己進路
実現可能
感別		思う・計				1358		48.0		49.4		2.6

		2015		123		23310		2015高校生		%		0		そう思う		▲						　そう思う		そう思う		319		48.0		48.6		3.4

		2015		124		23311		2015高校生		%		0		ややそう思う		▲						　ややそう思う		ややそう思う		1039		48.0		49.7		2.3

		2015		125		23312		2015高校生		%		0		思わない･計		▲						思わない・計				516		50.0		46.3		3.7

		2015		126		23313		2015高校生		%		0		あまり思わない		▲						　あまり思わない		あまり思わない		477		49.9		46.8		3.4

		2015		127		23314		2015高校生		%		0		まったく思わない		▲						　まったく思わない		まったく思わない		39		51.3		41.0		7.7

		2015		142		23329		2015高校生		%		《自分の将来へのグローバル化の影響》		ある		△				将来へのクローバル化影響 ショウライカエイキョウ		ある				761		48.8		49.5		1.7

		2015		143		23330		2015高校生		%		0		ない		△						ない				295		50.2		47.8		2.0

		2015		144		23331		2015高校生		%		0		わからない		△						わからない				764		49.2		49.6		1.2

		2015		146		23333		2015高校生		%		《グローバル社会に通用する人材について》		なりたい・計		△				グローバル社会に通用する人材　意向別 シャカイツウヨウジンザイイコウベツ		なりたい・計				936		49.0		49.4		1.6

		2015		147		23334		2015高校生		%		0		ぜひなりたい		△								ぜひなりたい		421		51.3		46.3		2.4

		2015		148		23335		2015高校生		%		0		できればなりたい		△								できればなりたい		515		47.2		51.8		1.0

		2015		149		23336		2015高校生		%		0		なりたいと思わない・計		△						なりたいと思わない・計				304		48.0		51.0		1.0

		2015		150		23337		2015高校生		%		0		あまりなりたいと思わない		△								あまり思わない		139		51.1		48.9		―

		2015		151		23338		2015高校生		%		0		なりたいと思わない		△								なりたいと思わない		165		45.5		52.7		1.8
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		2015		×												×

		2015		×												×

		2015		×												×

		2015		×												×

		2015		×												×

																				高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【高校生】2015年 コウコウセイネン

																				集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Ｆ１．性別

																				グラフタイトル→				性別 セイベツ

																				回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		単一回答 タンイツカイトウ

		10pt																【高校生】2015年　性別（全体／単一回答）

		10.5																								（％）		0				0

		40.5																								（％）		男子		女子		無回答

		10.5																										×4		×3		×2

																										●凡例

																●		0		2015年		全体				(n= ???1887 )

																●		0		性別		男子				(n= ???916 )

																●		0				女子				(n= ???914 )

																●		0		学科別		普通科				(n= ???1471 )

																●		0				専門学科				(n= ???416 )

																●		0				総合学科				(n= ???0 )

																×		0		都道府県
別		北海道				(n= ???208 )

																×		0				青森県				(n= ???222 )

																×		0				茨城県				(n= ???216 )

																×		0				東京都				(n= ???213 )

																×		0				新潟県				(n= ???215 )

																×		0				愛知県				(n= ???191 )

																×		0				大阪府				(n= ???228 )

																×		0				鳥取県				(n= ???154 )

																×		0				佐賀県				(n= ???240 )

																×		0		大短
進学率
別		95%以上				(n= ???224 )

																×		0				70～95%未満				(n= ???671 )

																×		0				40～70%未満				(n= ???360 )

																×		0				40%未満				(n= ???632 )

																×		0				70%以上・計				(n= ???895 )

																×		0				70%未満・計				(n= ???992 )

																×		0		希望進路
別		進学希望・計				(n= ???1426 )

																●		0				大学短大進学				(n= ???1148 )

																●		0				0		大学進学		(n= ???1087 )

																●		0				0		短大進学		(n= ???61 )

																●		0				専門学校進学				(n= ???278 )

																●		0				就職				(n= ???383 )

																×		0				留学				(n= ???7 )

																×		0				フリーター･その他				(n= ???37 )

																×		0				0		フリーター		(n= ???2 )

																×		0				0		その他		(n= ???35 )

																×		0				無回答				(n= ???34 )

																●		0		進路対話
頻度別		話す･計				(n= ???1481 )

																●		0				0		よく話をする		(n= ???348 )

																●		0				0		時々話をする		(n= ???1133 )

																●		0				話さない･計				(n= ???394 )

																●		0				0		あまり話さない		(n= ???337 )

																●		0				0		まったく話さない		(n= ???57 )

																×		0		希望進路
に関する
保護者の
認知別		知っている･計				(n= ???1641 )

																×		0				0		よく知っている		(n= ???801 )

																×		0				0		少し知っている		(n= ???840 )

																×		0				知らない･計				(n= ???236 )

																×		0				0		あまり知らない		(n= ???196 )

																×		0				0		まったく知らない		(n= ???40 )

																×		0		進路の
悩み不安
に関する
保護者の
認知別		知っている･計				(n= ???1179 )

																×		0				0		よく知っている		(n= ???347 )

																×		0				0		少し知っている		(n= ???832 )

																×		0				知らない･計				(n= ???688 )

																×		0				0		あまり知らない		(n= ???545 )

																×		0				0		まったく知らない		(n= ???143 )

																×		0		進路検討
時の
気持ち別		自分の可能性が広がるようで、楽しい				(n= ???420 )

																×		0				自分の将来にそんなにいいことはない、考えてもつまらない				(n= ???142 )

																×		0				考えること自体がめんどうくさい				(n= ???278 )

																×		0				進路のことより、もっと考えたいことがある				(n= ???1363 )

																×		0				今が楽しければいいので先のことは考えない				(n= ???775 )

																×		0				自分がどうなってしまうのか不安になる				(n= ???588 )

																×		0				その他				(n= ???88 )

																×		0		アドバイス
希望別		希望あり･計				(n= ???1167 )

																×		0				0		たくさん		(n= ???248 )

																×		0				0		ある程度		(n= ???919 )

																×		0				希望なし･計				(n= ???668 )

																×		0				0		あまりほしくない		(n= ???370 )

																×		0				0		いらない		(n= ???298 )

																●		0		進路選択
に関する
保護者の
態度別		干渉･計				(n= ???456 )

																●		0				0		干渉しすぎる		(n= ???81 )

																●		0				0		やや干渉しすぎる		(n= ???375 )

																●		0				ちょうどいい				(n= ???1187 )

																●		0				無関心･計				(n= ???206 )

																●		0				0		やや無関心		(n= ???172 )

																●		0				0		無関心すぎる		(n= ???34 )

																▲		0		家庭内
キャリア
教育
経験別		高い				(n= ???387 )

																▲		0				中				(n= ???928 )

																▲		0				低い				(n= ???1456 )

																▲		0		家族に自分の本音を話してきた		あてはまる･計				(n= ???1263 )

																▲		0				あてはまらない･計				(n= ???576 )

																▲		0		厳しくしつけられてきた		あてはまる･計				(n= ???994 )

																▲		0				あてはまらない･計				(n= ???848 )

																▲		0		よくほめられてきた		あてはまる･計				(n= ???1098 )

																▲		0				あてはまらない･計				(n= ???745 )

																▲		0		｢あなたの将来は明るい｣と言われてきた		あてはまる･計				(n= ???554 )

																▲		0				あてはまらない･計				(n= ???1279 )

																▲		0		｢夢や目標を持つことは大切｣と言われてきた		あてはまる･計				(n= ???1164 )

																▲		0				あてはまらない･計				(n= ???667 )

																▲		0		｢自分で選択し責任を持つ｣よう言われてきた		あてはまる･計				(n= ???1302 )

																▲		0				あてはまらない･計				(n= ???535 )

																▲		0		｢自分で選択し責任を持つ｣体験をしてきた		あてはまる･計				(n= ???944 )

																▲		0				あてはまらない･計				(n= ???891 )

																×		0		未来社会
展望別		好ましい･計				(n= ???907 )

																×		0						とても好ましい		(n= ???79 )

																×		0						まあまあ好ましい		(n= ???828 )

																×		0				好ましくない･計				(n= ???836 )

																×		0						あまり好ましくない		(n= ???720 )

																×		0						非常に好ましくない		(n= ???116 )

																×		0		進路選択
意識別		考えている・計				(n= ???1530 )

																×		0						かなり考えている		(n= ???459 )

																×		0						ある程度考えている		(n= ???1071 )

																×		0				考えていない・計				(n= ???346 )

																×		0						あまり考えていない		(n= ???318 )

																×		0						まったく考えていない		(n= ???28 )

																×		0		なぜ学ぶ
対話別		対話あり				(n= ???373 )

																×		0				対話なし				(n= ???1459 )

																×		0		なぜ働く
対話別		対話あり				(n= ???329 )

																×		0				対話なし				(n= ???1501 )

																●		0		保護者と
仕事内容
楽しさ
について
話す状況
別		話す･計				(n= ???782 )

																●		0						よく話す		(n= ???234 )

																●		0						時々話す		(n= ???548 )

																●		0				話さない･計				(n= ???1059 )

																●		0						ほとんど話さない		(n= ???896 )

																●		0						まったく話さない		(n= ???163 )

														これは表示でOK→ ヒョウジ		▲		0		自己進路
実現可能
感別		思う・計				(n= ???1358 )

														これは表示でOK→ ヒョウジ		▲		0						そう思う		(n= ???319 )

														これは表示でOK→ ヒョウジ		▲		0						ややそう思う		(n= ???1039 )

														これは表示でOK→ ヒョウジ		▲		0				思わない・計				(n= ???516 )

														これは表示でOK→ ヒョウジ		▲		0						あまり思わない		(n= ???477 )

														これは表示でOK→ ヒョウジ		▲		0						まったく思わない		(n= ???39 )

														グローバル化設問以外はタタミ→ カセツモンイガイ		△		0		将来へのクローバル化影響		ある				(n= ???761 )

														グローバル化設問以外はタタミ→ カセツモンイガイ		△		0				ない				(n= ???295 )

														グローバル化設問以外はタタミ→ カセツモンイガイ		△		0				わからない				(n= ???764 )

														グローバル化設問以外はタタミ→ カセツモンイガイ		△		0		グローバル社会に通用する人材　意向別		なりたい・計				(n= ???936 )

														グローバル化設問以外はタタミ→ カセツモンイガイ		△		0						ぜひなりたい		(n= ???421 )

														グローバル化設問以外はタタミ→ カセツモンイガイ		△		0						できればなりたい		(n= ???515 )

														グローバル化設問以外はタタミ→ カセツモンイガイ		△		0				なりたいと思わない・計				(n= ???304 )

														グローバル化設問以外はタタミ→ カセツモンイガイ		△		0				0		あまり思わない		(n= ???139 )

														グローバル化設問以外はタタミ→ カセツモンイガイ		△		0				0		なりたいと思わない		(n= ???165 )

																																		0

																																		0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



×属性別

		





時系列_全体

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3

																												0				0

																												男子 ダンシ		女子 ジョシ		無回答

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2

				3		0		0		0		0		0								2017年 ネン		全体 ゼンタイ		F1. 性別

				6		22018		2017高校生		%		0										2017年 ネン		全体 ゼンタイ		調査数		男		女		無回答

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1

		2017		7		22019		2017高校生		%		0		全体								2017年 ネン		全体 ゼンタイ		1987		53.5		44.8		1.7

		2015		7		23194		2015高校生		%		0		全体								2015年 ネン		全体 ゼンタイ		1887		48.5		48.4		3

		2013		7		5		2013高校生★学科差替_1216		%		表0148		全体								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		2043		45.9		52.6		1.6

		2011		7		5		2011高校生		%		表0133		全体								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		1959		49.9		46.5		3.7

		2009		7		7229		2009高校生		%		83		全体								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		1953		55		42.3		2.7

		2007		7		748		2007高校生（進路）		%		0		全体								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		1802		47.6		52.4		0

		2005		7		3011		2005高校生		%		52		全体								2005年 ネン		全体 ゼンタイ		2478		51.7		46.6		1.7

		2017		38		22050		2017高校生		%		0		大学・短大進学								2017年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1401		52		46.6		1.4

		2015		34		23221		2015高校生		%		0		大学・短大進学								2015年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1148		49.7		49		1.4

		2013		34		32		2013高校生★学科差替_1216		%		表0148		　大学・短大進学								2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1287		49		49.9		1.2

		2011		34		32		2011高校生		%		表0133		　大学・短大進学								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1087		48.9		48.5		2.7

		2009		26		7248		2009高校生		%		83		大学・短大進学								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1089		50.1		48.4		1.5

		2007		8		749		2007高校生（進路）		%		0		大学・短大進学								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1069		46.6		53.4		0

		2005		16		3020		2005高校生		%		52		大学・短大進学								2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1437		54.2		44.7		1

		2017		42		22054		2017高校生		%		0		専門学校								2017年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		202		34.7		64.4		1

		2015		37		23224		2015高校生		%		0		専門学校進学								2015年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		278		27.7		68.7		3.6

		2013		37		35		2013高校生★学科差替_1216		%		表0148		　専門学校進学								2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		325		33.2		65.2		1.5

		2011		37		35		2011高校生		%		表0133		　専門学校進学								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		347		38.6		57.6		3.7

		2009		27		7249		2009高校生		%		83		専門学校進学								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		292		40.4		56.5		3.1

		2007		9		750		2007高校生（進路）		%		0		専門学校進学								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		256		34.4		65.6		0

		2005		17		3021		2005高校生		%		52		専門学校進学								2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		472		44.5		54.4		1.1

		2017		43		22055		2017高校生		%		0		就職								2017年 ネン		就職 シュウショク		333		69.7		27.6		2.7

		2015		38		23225		2015高校生		%		0		就職								2015年 ネン		就職 シュウショク		383		61.9		33.7		4.4

		2013		38		36		2013高校生★学科差替_1216		%		表0148		就職								2013年 ネン		就職 シュウショク		372		47.8		49.5		2.7

		2011		38		36		2011高校生		%		表0133		就職								2011年 ネン		就職 シュウショク		429		62.2		34.3		3.5

		2009		28		7250		2009高校生		%		83		就職								2009年 ネン		就職 シュウショク		498		75.7		22.3		2

		2007		10		751		2007高校生（進路）		%		0		就職								2007年 ネン		就職 シュウショク		407		57.2		42.8		0

		2005		18		3022		2005高校生		%		52		就職								2005年 ネン		就職 シュウショク		476		52.7		44.7		2.5

																								高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【高校生】時系列 コウコウセイジケイレツ

																								集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				F1. 性別

																								グラフタイトル→				性別 セイベツ

																								回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体		／		単一回答

		10pt																		【高校生】時系列　性別（全体／単一回答）

		10.5																								（％）		0				0

		40.5																								（％）		男子		女子		無回答

		10.5																										×4		×3		×2

																										●凡例

																						2017年		全体		(n= ???1987 )

																						2015年		全体		(n= ???1887 )

																						2013年		全体		(n= ???2043 )

																						2011年		全体		(n= ???1959 )

																						2009年		全体		(n= ???1953 )

																						2007年		全体		(n= ???1802 )

																						2005年		全体		(n= ???2478 )

																						2015年		大学短大進学		(n= ???1148 )

																						2013年		大学短大進学		(n= ???1287 )

																						2011年		大学短大進学		(n= ???1087 )

																						2009年		大学短大進学		(n= ???1089 )

																						2007年		大学短大進学		(n= ???1069 )

																						2015年		専門学校進学		(n= ???278 )

																						2013年		専門学校進学		(n= ???325 )

																						2011年		専門学校進学		(n= ???347 )

																						2009年		専門学校進学		(n= ???292 )

																						2007年		専門学校進学		(n= ???256 )

																						2005年		専門学校進学		(n= ???472 )

																						2015年		就職		(n= ???383 )

																						2013年		就職		(n= ???372 )

																						2011年		就職		(n= ???429 )

																						2009年		就職		(n= ???498 )

																						2007年		就職		(n= ???407 )

																						2005年		就職		(n= ???476 )

																																		0

																																		0





時系列_全体

		





×時系列_大短進学

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3

																												男子 ダンシ		女子 ジョシ		無回答

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2

				3		0		0		0		0		0								2015年 ネン		全体 ゼンタイ		Ｆ１．性別

				6		23193		2015高校生		%		0										2015年 ネン		全体 ゼンタイ		調査数		男		女		無回答

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1

		2015		7		23194		2015高校生		%		0		全体								2015年 ネン		全体 ゼンタイ		1887		48.5		48.4		3

		2013		7		5		2013高校生★学科差替_1216		%		表0148		全体								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		2043		45.9		52.6		1.6

		2011		7		5		2011高校生		%		表0133		全体								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		1959		49.9		46.5		3.7

		2009		7		7229		2009高校生		%		83		全体								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		1953		55		42.3		2.7

		2007		7		748		2007高校生（進路）		%		0		全体								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		1802		47.6		52.4		0

		2015		34		23221		2015高校生		%		0		大学・短大進学								2015年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1148		49.7		49		1.4

		2013		34		32		2013高校生★学科差替_1216		%		表0148		　大学・短大進学								2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1287		49		49.9		1.2

		2011		34		32		2011高校生		%		表0133		　大学・短大進学								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1087		48.9		48.5		2.7

		2009		26		7248		2009高校生		%		83		大学・短大進学								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1089		50.1		48.4		1.5

		2007		8		749		2007高校生（進路）		%		0		大学・短大進学								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1069		46.6		53.4		0

		2015		37		23224		2015高校生		%		0		専門学校進学								2015年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		278		27.7		68.7		3.6

		2013		37		35		2013高校生★学科差替_1216		%		表0148		　専門学校進学								2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		325		33.2		65.2		1.5

		2011		37		35		2011高校生		%		表0133		　専門学校進学								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		347		38.6		57.6		3.7

		2009		27		7249		2009高校生		%		83		専門学校進学								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		292		40.4		56.5		3.1

		2007		9		750		2007高校生（進路）		%		0		専門学校進学								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		256		34.4		65.6		0

		2015		38		23225		2015高校生		%		0		就職								2015年 ネン		就職 シュウショク		383		61.9		33.7		4.4

		2013		38		36		2013高校生★学科差替_1216		%		表0148		就職								2013年 ネン		就職 シュウショク		372		47.8		49.5		2.7

		2011		38		36		2011高校生		%		表0133		就職								2011年 ネン		就職 シュウショク		429		62.2		34.3		3.5

		2009		28		7250		2009高校生		%		83		就職								2009年 ネン		就職 シュウショク		498		75.7		22.3		2

		2007		10		751		2007高校生（進路）		%		0		就職								2007年 ネン		就職 シュウショク		407		57.2		42.8		0

																								高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【高校生】時系列 コウコウセイジケイレツ

																								集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Ｆ１．性別

																								グラフタイトル→				性別

																								回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体		／		単一回答

																								回答対象「全体」のときは→になります カイトウタイショウゼンタイ				大学・短大進学希望者： ダイガクタンダイシンガクキボウシャ

		10pt																		【高校生】時系列　性別（大学・短大進学希望者：全体／単一回答）

		10.5																								（％）		0				0

		40.5																								（％）		男子		女子		無回答

		10.5																										×4		×3		×2

																										●凡例

																						2015年		全体		(n= ???1887 )

																						2013年		全体		(n= ???2043 )

																						2011年		全体		(n= ???1959 )

																						2009年		全体		(n= ???1953 )

																						2007年		全体		(n= ???1802 )

																						2015年		大学短大進学		(n= ???1148 )

																						2013年		大学短大進学		(n= ???1287 )

																						2011年		大学短大進学		(n= ???1087 )

																						2009年		大学短大進学		(n= ???1089 )

																						2007年		大学短大進学		(n= ???1069 )

																						2015年		専門学校進学		(n= ???278 )

																						2013年		専門学校進学		(n= ???325 )

																						2011年		専門学校進学		(n= ???347 )

																						2009年		専門学校進学		(n= ???292 )

																						2007年		専門学校進学		(n= ???256 )

																						2015年		就職		(n= ???383 )

																						2013年		就職		(n= ???372 )

																						2011年		就職		(n= ???429 )

																						2009年		就職		(n= ???498 )

																						2007年		就職		(n= ???407 )

																																		0

																																		0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



×時系列_大短進学

		





×時系列_もと

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3

																												男子 ダンシ		女子 ジョシ		無回答

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2

				3		0		0		0		0		0								2015年 ネン		全体 ゼンタイ		Ｆ１．性別

				6		23193		2015高校生		%		0										2015年 ネン		全体 ゼンタイ		調査数		男		女		無回答

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1

		2015		7		23194		2015高校生		%		0		全体								2015年 ネン		全体 ゼンタイ		1887		48.5		48.4		3

		2013		7		5		2013高校生★学科差替_1216		%		表0148		全体								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		2043		45.9		52.6		1.6

		2011		7		5		2011高校生		%		表0133		全体								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		1959		49.9		46.5		3.7

		2009		7		7229		2009高校生		%		83		全体								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		1953		55		42.3		2.7

		2007		7		748		2007高校生（進路）		%		0		全体								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		1802		47.6		52.4		0

		2015		34		23221		2015高校生		%		0		大学・短大進学								2015年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1148		49.7		49		1.4

		2013		34		32		2013高校生★学科差替_1216		%		表0148		　大学・短大進学								2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1287		49		49.9		1.2

		2011		34		32		2011高校生		%		表0133		　大学・短大進学								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1087		48.9		48.5		2.7

		2009		26		7248		2009高校生		%		83		大学・短大進学								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1089		50.1		48.4		1.5

		2007		8		749		2007高校生（進路）		%		0		大学・短大進学								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1069		46.6		53.4		0

		2015		37		23224		2015高校生		%		0		専門学校進学								2015年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		278		27.7		68.7		3.6

		2013		37		35		2013高校生★学科差替_1216		%		表0148		　専門学校進学								2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		325		33.2		65.2		1.5

		2011		37		35		2011高校生		%		表0133		　専門学校進学								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		347		38.6		57.6		3.7

		2009		27		7249		2009高校生		%		83		専門学校進学								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		292		40.4		56.5		3.1

		2007		9		750		2007高校生（進路）		%		0		専門学校進学								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		256		34.4		65.6		0

		2015		38		23225		2015高校生		%		0		就職								2015年 ネン		就職 シュウショク		383		61.9		33.7		4.4

		2013		38		36		2013高校生★学科差替_1216		%		表0148		就職								2013年 ネン		就職 シュウショク		372		47.8		49.5		2.7

		2011		38		36		2011高校生		%		表0133		就職								2011年 ネン		就職 シュウショク		429		62.2		34.3		3.5

		2009		28		7250		2009高校生		%		83		就職								2009年 ネン		就職 シュウショク		498		75.7		22.3		2

		2007		10		751		2007高校生（進路）		%		0		就職								2007年 ネン		就職 シュウショク		407		57.2		42.8		0

																								高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【高校生】時系列 コウコウセイジケイレツ

																								集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Ｆ１．性別

																								グラフタイトル→				性別

																								回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		単一回答 タンイツカイトウ

		10pt																		【高校生】時系列　性別（全体／単一回答）

		10.5																								（％）		0				0

		40.5																								（％）		男子		女子		無回答

		10.5																										×4		×3		×2

																										●凡例

																						2015年		全体		(n= ???1887 )

																						2013年		全体		(n= ???2043 )

																						2011年		全体		(n= ???1959 )

																						2009年		全体		(n= ???1953 )

																						2007年		全体		(n= ???1802 )

																						2015年		大学短大進学		(n= ???1148 )

																						2013年		大学短大進学		(n= ???1287 )

																						2011年		大学短大進学		(n= ???1087 )

																						2009年		大学短大進学		(n= ???1089 )

																						2007年		大学短大進学		(n= ???1069 )

																						2015年		専門学校進学		(n= ???278 )

																						2013年		専門学校進学		(n= ???325 )

																						2011年		専門学校進学		(n= ???347 )

																						2009年		専門学校進学		(n= ???292 )

																						2007年		専門学校進学		(n= ???256 )

																						2015年		就職		(n= ???383 )

																						2013年		就職		(n= ???372 )

																						2011年		就職		(n= ???429 )

																						2009年		就職		(n= ???498 )

																						2007年		就職		(n= ???407 )

																																		0

																																		0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



×時系列_もと

		





2017

		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55

												F1. 性別

		22017		2017高校生 コウコウセイ		%				#0118				F1. 性別

		22018		2017高校生 コウコウセイ		%						調査数		男		女		無回答

		22019		2017高校生 コウコウセイ		%				全体		1987		53.5		44.8		1.7

		22020		2017高校生 コウコウセイ		%				《性別》

		22021		2017高校生 コウコウセイ		%				男子		1064		100		0		0

		22022		2017高校生 コウコウセイ		%				女子		890		0		100		0

		22023		2017高校生 コウコウセイ		%				《所属学科別》

		22024		2017高校生 コウコウセイ		%				普通科		1505		51.2		47.4		1.4

		22025		2017高校生 コウコウセイ		%				専門学科		406		64.8		32.8		2.5

		22026		2017高校生 コウコウセイ		%				総合学科		76		39.5		57.9		2.6

		22027		2017高校生 コウコウセイ		%				《都道府県別》

		22028		2017高校生 コウコウセイ		%				北海道		237		65		34.6		0.4

		22029		2017高校生 コウコウセイ		%				岩手県・福島県		209		39.7		58.4		1.9

		22030		2017高校生 コウコウセイ		%				岩手県		79		46.8		51.9		1.3

		22031		2017高校生 コウコウセイ		%				福島県		130		35.4		62.3		2.3

		22032		2017高校生 コウコウセイ		%				群馬県		230		53		45.7		1.3

		22033		2017高校生 コウコウセイ		%				東京都		230		52.2		46.1		1.7

		22034		2017高校生 コウコウセイ		%				長野県		174		62.6		33.3		4

		22035		2017高校生 コウコウセイ		%				岐阜県		236		55.1		44.5		0.4

		22036		2017高校生 コウコウセイ		%				大阪府・和歌山県		211		66.8		29.9		3.3

		22037		2017高校生 コウコウセイ		%				大阪府		134		75.4		20.9		3.7

		22038		2017高校生 コウコウセイ		%				和歌山県		77		51.9		45.5		2.6

		22039		2017高校生 コウコウセイ		%				岡山県		220		48.6		50		1.4

		22040		2017高校生 コウコウセイ		%				長崎県		240		40.8		57.9		1.3

		22041		2017高校生 コウコウセイ		%				《高校タイプ別》

		22042		2017高校生 コウコウセイ		%				大短進学率95％以上		419		47.7		50.8		1.4

		22043		2017高校生 コウコウセイ		%				大短進学率70～95％未満		694		56.1		43.1		0.9

		22044		2017高校生 コウコウセイ		%				大短進学率40～70％未満		283		50.2		47		2.8

		22045		2017高校生 コウコウセイ		%				大短進学率40％未満		591		56.3		41.5		2.2

		22046		2017高校生 コウコウセイ		%				大短進学率70％以上上記該当校・計		1113		52.9		46		1.1

		22047		2017高校生 コウコウセイ		%				大短進学率70％未満上記該当校・計		874		54.3		43.2		2.4

		22048		2017高校生 コウコウセイ		%				《希望進路別》

		22049		2017高校生 コウコウセイ		%				進学希望		1603		49.8		48.8		1.4

		22050		2017高校生 コウコウセイ		%				大学・短大進学		1401		52		46.6		1.4

		22051		2017高校生 コウコウセイ		%				大学進学		1336		53.5		45		1.5

		22052		2017高校生 コウコウセイ		%				短大進学		56		16.1		83.9		0

		22053		2017高校生 コウコウセイ		%				専門職大学		9		44.4		55.6		0

		22054		2017高校生 コウコウセイ		%				専門学校		202		34.7		64.4		1

		22055		2017高校生 コウコウセイ		%				就職		333		69.7		27.6		2.7

		22056		2017高校生 コウコウセイ		%				海外の大学等への進学		3		66.7		33.3		0

		22057		2017高校生 コウコウセイ		%				フリーター・その他		17		64.7		35.3		0

		22058		2017高校生 コウコウセイ		%				パート・アルバイト		1		0		100		0

		22059		2017高校生 コウコウセイ		%				その他		16		68.8		31.3		0

		22060		2017高校生 コウコウセイ		%				無回答		31		67.7		25.8		6.5

		22061		2017高校生 コウコウセイ		%				《進路について話す頻度別》

		22062		2017高校生 コウコウセイ		%				話す・計		1562		51		48		1.1

		22063		2017高校生 コウコウセイ		%				よく話をする		365		42.2		56.7		1.1

		22064		2017高校生 コウコウセイ		%				時々話をする		1197		53.6		45.3		1.1

		22065		2017高校生 コウコウセイ		%				話さない・計		413		63.7		32.9		3.4

		22066		2017高校生 コウコウセイ		%				あまり話さない		365		63.6		33.7		2.7

		22067		2017高校生 コウコウセイ		%				まったく話さない		48		64.6		27.1		8.3

		22068		2017高校生 コウコウセイ		%				《希望進路に関する保護者の認知別》

		22069		2017高校生 コウコウセイ		%				知っている・計		1761		52.8		45.7		1.6

		22070		2017高校生 コウコウセイ		%				よく知っている		912		49.8		49		1.2

		22071		2017高校生 コウコウセイ		%				少し知っている		849		55.9		42		2

		22072		2017高校生 コウコウセイ		%				知らない・計		219		59.8		37.9		2.3

		22073		2017高校生 コウコウセイ		%				あまり知らない		194		57.7		39.7		2.6

		22074		2017高校生 コウコウセイ		%				まったく知らない		25		76		24		0

		22075		2017高校生 コウコウセイ		%				《進路の悩み不安に関する保護者の認知別》

		22076		2017高校生 コウコウセイ		%				知っている・計		1315		52.8		45.9		1.3

		22077		2017高校生 コウコウセイ		%				よく知っている		380		49.5		49.5		1.1

		22078		2017高校生 コウコウセイ		%				少し知っている		935		54.1		44.5		1.4

		22079		2017高校生 コウコウセイ		%				知らない・計		657		54.9		42.8		2.3

		22080		2017高校生 コウコウセイ		%				あまり知らない		538		53.2		45		1.9

		22081		2017高校生 コウコウセイ		%				まったく知らない		119		63		32.8		4.2

		22082		2017高校生 コウコウセイ		%				《進路を考える時の高校生の気持ち別》

		22083		2017高校生 コウコウセイ		%				楽しい気持ち・計		455		53.6		45.1		1.3

		22084		2017高校生 コウコウセイ		%				楽しい気持ち		127		52.8		44.9		2.4

		22085		2017高校生 コウコウセイ		%				どちらかといえば楽しい気持ち		328		54		45.1		0.9

		22086		2017高校生 コウコウセイ		%				不安な気持ち・計		1427		52.5		45.8		1.7

		22087		2017高校生 コウコウセイ		%				どちらかというと不安		823		53.6		44.3		2.1

		22088		2017高校生 コウコウセイ		%				不安な気持ち		604		51		47.8		1.2

		22089		2017高校生 コウコウセイ		%				考えたことがない		97		68		28.9		3.1

		22090		2017高校生 コウコウセイ		%				《進路選択に際してアドバイス希望別》

		22091		2017高校生 コウコウセイ		%				アドバイス希望あり・計		1243		47.9		50.8		1.3

		22092		2017高校生 コウコウセイ		%				たくさんアドバイスしてほしい		241		47.3		51.9		0.8

		22093		2017高校生 コウコウセイ		%				ある程度アドバイスしてほしい		1002		48		50.6		1.4

		22094		2017高校生 コウコウセイ		%				アドバイス希望なし・計		716		63		34.9		2.1

		22095		2017高校生 コウコウセイ		%				あまりアドバイスしてほしくない		405		56.5		41.5		2

		22096		2017高校生 コウコウセイ		%				アドバイスはいらない		311		71.4		26.4		2.3

		22097		2017高校生 コウコウセイ		%				《進路選択に関する保護者の態度別》

		22098		2017高校生 コウコウセイ		%				干渉・計		493		50.9		47.1		2

		22099		2017高校生 コウコウセイ		%				干渉しすぎる		88		56.8		39.8		3.4

		22100		2017高校生 コウコウセイ		%				やや干渉しすぎる		405		49.6		48.6		1.7

		22101		2017高校生 コウコウセイ		%				ちょうどいい		1276		56.2		42.6		1.3

		22102		2017高校生 コウコウセイ		%				無関心・計		205		43.9		54.1		2

		22103		2017高校生 コウコウセイ		%				やや無関心		183		42.6		55.2		2.2

		22104		2017高校生 コウコウセイ		%				無関心すぎる		22		54.5		45.5		0

		22105		2017高校生 コウコウセイ		%				《家庭でのキャリア教育経験別１》

		22106		2017高校生 コウコウセイ		%				高い		142		57.7		40.8		1.4

		22107		2017高校生 コウコウセイ		%				中		1146		52.3		46.2		1.5

		22108		2017高校生 コウコウセイ		%				低い		699		54.8		43.2		2

		22109		2017高校生 コウコウセイ		%				《家庭でのキャリア教育経験別２》

		22110		2017高校生 コウコウセイ		%				Ａ．褒められている：ある・計		945		49.5		48.9		1.6

		22111		2017高校生 コウコウセイ		%				Ａ．褒められている：どちらともいえない		704		59.7		39.3		1

		22112		2017高校生 コウコウセイ		%				Ａ．褒められている：ない・計		320		52.2		45.6		2.2

		22113		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｂ．夢や目標を大切に：ある・計		745		56.1		42.1		1.7

		22114		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｂ．夢や目標を大切に：どちらともいえない		769		54.7		43.8		1.4

		22115		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｂ．夢や目標を大切に：ない・計		456		47.4		51.5		1.1

		22116		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｃ．自分で選択し責任を持つ：ある・計		1034		53.3		45		1.7

		22117		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｃ．自分で選択し責任を持つ：どちらともいえない		640		55.9		43		1.1

		22118		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｃ．自分で選択し責任を持つ：ない・計		295		49.2		49.5		1.4

		22119		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｄ．あなたの意見が尊重される：ある・計		1314		52		46.7		1.3

		22120		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｄ．あなたの意見が尊重される：どちらともいえない		500		58.8		39.6		1.6

		22121		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｄ．あなたの意見が尊重される：ない・計		152		51.3		46.7		2

		22122		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｅ．励ましてくれる：ある・計		986		47.8		50.7		1.5

		22123		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｅ．励ましてくれる：どちらともいえない		690		59.6		39		1.4

		22124		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｅ．励ましてくれる：ない・計		292		59.2		39.4		1.4

		22125		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｆ．頭ごなしに否定されない：ある・計		911		52.7		46.1		1.2

		22126		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｆ．頭ごなしに否定されない：どちらともいえない		760		57.8		40.8		1.4

		22127		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｆ．頭ごなしに否定されない：ない・計		296		45.9		51.7		2.4

		22128		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｇ．先回りして考えてくれる：ある・計		593		52.6		46		1.3

		22129		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｇ．先回りして考えてくれる：どちらともいえない		903		56.5		41.7		1.8

		22130		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｇ．先回りして考えてくれる：ない・計		474		49.4		49.6		1.1

		22131		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｈ．決めたり手伝ったりする：ある・計		647		51.5		46.8		1.7

		22132		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｈ．決めたり手伝ったりする：どちらともいえない		833		58.2		40.7		1.1

		22133		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｈ．決めたり手伝ったりする：ない・計		489		48.7		49.7		1.6

		22134		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｉ．干渉をしない：ある・計		598		53.7		44.5		1.8

		22135		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｉ．干渉をしない：どちらともいえない		874		56.6		42.4		0.9

		22136		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｉ．干渉をしない：ない・計		493		48.3		49.7		2

		22137		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｊ．ニュースや社会の動き：ある・計		798		52.6		45.9		1.5

		22138		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｊ．ニュースや社会の動き：どちらともいえない		625		58.7		39.7		1.6

		22139		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｊ．ニュースや社会の動き：ない・計		538		49.3		49.4		1.3

		22140		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｋ．地域とのかかわり：ある・計		452		52.2		45.4		2.4

		22141		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｋ．地域とのかかわり：どちらともいえない		689		57.3		41.2		1.5

		22142		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｋ．地域とのかかわり：ない・計		822		51		48.1		1

		22143		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｌ．高校での生活：ある・計		1042		48		50.5		1.5

		22144		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｌ．高校での生活：どちらともいえない		541		62.1		36.4		1.5

		22145		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｌ．高校での生活：ない・計		385		56.9		41.8		1.3

		22146		2017高校生 コウコウセイ		%				《未来社会の好ましさ別》

		22147		2017高校生 コウコウセイ		%				好ましい・計		1024		54.7		44.1		1.2

		22148		2017高校生 コウコウセイ		%				とても好ましい社会だ		90		66.7		33.3		0

		22149		2017高校生 コウコウセイ		%				まあまあ好ましい社会だ		934		53.5		45.2		1.3

		22150		2017高校生 コウコウセイ		%				好ましくない・計		890		51.8		46.5		1.7

		22151		2017高校生 コウコウセイ		%				あまり好ましい社会ではない		774		49		49.7		1.3

		22152		2017高校生 コウコウセイ		%				非常に好ましくない社会だ		116		70.7		25		4.3

		22153		2017高校生 コウコウセイ		%				《進路選択の意識別》

		22154		2017高校生 コウコウセイ		%				考えている・計		1619		51.7		46.5		1.8

		22155		2017高校生 コウコウセイ		%				かなり考えている		413		48.4		49.9		1.7

		22156		2017高校生 コウコウセイ		%				ある程度考えている		1206		52.8		45.4		1.8

		22157		2017高校生 コウコウセイ		%				考えていない・計		362		61.9		37		1.1

		22158		2017高校生 コウコウセイ		%				あまり考えていない		347		61.1		38		0.9

		22159		2017高校生 コウコウセイ		%				まったく考えていない		15		80		13.3		6.7

		22160		2017高校生 コウコウセイ		%				《自己進路実現可能感別》

		22161		2017高校生 コウコウセイ		%				思う・計		1459		53.7		44.6		1.8

		22162		2017高校生 コウコウセイ		%				そう思う		327		56.9		40.7		2.4

		22163		2017高校生 コウコウセイ		%				ややそう思う		1132		52.7		45.7		1.6

		22164		2017高校生 コウコウセイ		%				思わない・計		518		53.3		45.4		1.4

		22165		2017高校生 コウコウセイ		%				あまり思わない		463		52.7		46		1.3

		22166		2017高校生 コウコウセイ		%				まったく思わない		55		58.2		40		1.8

		22167		2017高校生 コウコウセイ		%				《なぜ勉強するのか話す状況別》

		22168		2017高校生 コウコウセイ		%				ある		339		45.1		52.5		2.4

		22169		2017高校生 コウコウセイ		%				なし		1627		55.5		43.3		1.2

		22170		2017高校生 コウコウセイ		%				《なぜ働くのか話す状況別》

		22171		2017高校生 コウコウセイ		%				ある		286		46.2		52.1		1.7

		22172		2017高校生 コウコウセイ		%				なし		1681		55		43.6		1.4

		22173		2017高校生 コウコウセイ		%				《仕事内容、楽しさについて話す状況別》

		22174		2017高校生 コウコウセイ		%				話す・計		833		45		53.5		1.4

		22175		2017高校生 コウコウセイ		%				よく話す		259		37.8		61.4		0.8

		22176		2017高校生 コウコウセイ		%				時々話す		574		48.3		50		1.7

		22177		2017高校生 コウコウセイ		%				話さない・計		1144		60		38.5		1.5

		22178		2017高校生 コウコウセイ		%				あまり話さない		949		59		39.5		1.5

		22179		2017高校生 コウコウセイ		%				まったく話さない		195		64.6		33.8		1.5

		22180		2017高校生 コウコウセイ		%				《自分の将来へのグローバル化の影響》

		22181		2017高校生 コウコウセイ		%				ある		1090		55.8		43.6		0.6

		22182		2017高校生 コウコウセイ		%				ない		218		58.3		41.3		0.5

		22183		2017高校生 コウコウセイ		%				わからない		646		50.2		49.4		0.5

		22184		2017高校生 コウコウセイ		%				《グローバル社会に通用する人材について》

		22185		2017高校生 コウコウセイ		%				なりたい・計		1136		54.1		45.4		0.4

		22186		2017高校生 コウコウセイ		%				ぜひなりたい		548		56.8		42.7		0.5

		22187		2017高校生 コウコウセイ		%				できればなりたい		588		51.7		48		0.3

		22188		2017高校生 コウコウセイ		%				なりたいと思わない・計		216		57.9		41.7		0.5

		22189		2017高校生 コウコウセイ		%				あまりなりたいと思わない		94		48.9		51.1		0

		22190		2017高校生 コウコウセイ		%				なりたいと思わない		122		64.8		34.4		0.8

		22191		2017高校生 コウコウセイ		%				どちらでもよい		564		52.8		46.6		0.5

		22192		2017高校生 コウコウセイ		%				《自分の将来へのＡＩ発達の影響》

		22193		2017高校生 コウコウセイ		%				ある		1033		57.3		42.1		0.6

		22194		2017高校生 コウコウセイ		%				ない		168		58.9		41.1		0

		22195		2017高校生 コウコウセイ		%				わからない		751		48.9		50.7		0.4

		22196		2017高校生 コウコウセイ		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜全ベース＞》

		22197		2017高校生 コウコウセイ		%				利用したい・計		635		49.3		49.1		1.6

		22198		2017高校生 コウコウセイ		%				ぜひ利用した		179		54.7		43		2.2

		22199		2017高校生 コウコウセイ		%				できれば利用したい		456		47.1		51.5		1.3

		22200		2017高校生 コウコウセイ		%				利用したくない・計		399		55.6		42.9		1.5

		22201		2017高校生 コウコウセイ		%				あまり利用したくない		310		54.5		43.9		1.6

		22202		2017高校生 コウコウセイ		%				まったく利用したくない		89		59.6		39.3		1.1

		22203		2017高校生 コウコウセイ		%				わからない		918		55.6		43.1		1.3

		22204		2017高校生 コウコウセイ		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜進学希望者ベース＞》

		22205		2017高校生 コウコウセイ		%				利用したい・計		549		46.4		52.6		0.9

		22206		2017高校生 コウコウセイ		%				ぜひ利用した		150		52.7		46		1.3

		22207		2017高校生 コウコウセイ		%				できれば利用したい		399		44.1		55.1		0.8

		22208		2017高校生 コウコウセイ		%				利用したくない・計		344		51.7		46.5		1.7

		22209		2017高校生 コウコウセイ		%				あまり利用したくない		278		51.1		47.1		1.8

		22210		2017高校生 コウコウセイ		%				まったく利用したくない		66		54.5		43.9		1.5

		22211		2017高校生 コウコウセイ		%				わからない		704		51.7		47		1.3



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33
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												Ｆ１．性別

		23193		2015高校生 コウコウセイ		%						調査数 チョウサ		男		女		無回答

		23194		2015高校生 コウコウセイ		%				全体		1887		48.5		48.4		3

		23195		2015高校生 コウコウセイ		%				《性別》

		23196		2015高校生 コウコウセイ		%				男子		916		100		0		0

		23197		2015高校生 コウコウセイ		%				女子		914		0		100		0

		23198		2015高校生 コウコウセイ		%				《所属学科別》

		23199		2015高校生 コウコウセイ		%				普通科		1471		47.6		49.9		2.5

		23200		2015高校生 コウコウセイ		%				専門学科		416		51.9		43.3		4.8

		23201		2015高校生 コウコウセイ		%				総合学科		0		0		0		0

		23202		2015高校生 コウコウセイ		%				《都道府県別》

		23203		2015高校生 コウコウセイ		%				北海道		208		27.9		62.5		9.6

		23204		2015高校生 コウコウセイ		%				宮城県		222		54.5		45		0.5

		23205		2015高校生 コウコウセイ		%				群馬県		216		48.1		49.1		2.8

		23206		2015高校生 コウコウセイ		%				東京都		213		49.8		46.5		3.8

		23207		2015高校生 コウコウセイ		%				三重県		215		31.2		66		2.8

		23208		2015高校生 コウコウセイ		%				福井県		191		53.4		45.5		1

		23209		2015高校生 コウコウセイ		%				兵庫県		228		55.7		41.2		3.1

		23210		2015高校生 コウコウセイ		%				広島県		154		54.5		44.8		0.6

		23211		2015高校生 コウコウセイ		%				福岡県		240		61.3		36.3		2.5

		23212		2015高校生 コウコウセイ		%				《高校タイプ別》

		23213		2015高校生 コウコウセイ		%				大短進学率95%以上		224		41.1		55.8		3.1

		23214		2015高校生 コウコウセイ		%				大短進学率70～95%未満		671		51		48.3		0.7

		23215		2015高校生 コウコウセイ		%				大短進学率40～70%未満		360		47.2		51.7		1.1

		23216		2015高校生 コウコウセイ		%				大短進学率40%未満		632		49.4		44.1		6.5

		23217		2015高校生 コウコウセイ		%				大短進学率70%以上上記該当校・計		895		48.5		50.2		1.3

		23218		2015高校生 コウコウセイ		%				大短進学率70%未満上記該当校・計		992		48.6		46.9		4.5

		23219		2015高校生 コウコウセイ		%				《希望進路別》

		23220		2015高校生 コウコウセイ		%				進学希望		1426		45.4		52.8		1.8

		23221		2015高校生 コウコウセイ		%				大学・短大進学		1148		49.7		49		1.4

		23222		2015高校生 コウコウセイ		%				大学進学		1087		51.9		46.7		1.4

		23223		2015高校生 コウコウセイ		%				短大進学		61		9.8		88.5		1.6

		23224		2015高校生 コウコウセイ		%				専門学校進学		278		27.7		68.7		3.6

		23225		2015高校生 コウコウセイ		%				就職		383		61.9		33.7		4.4

		23226		2015高校生 コウコウセイ		%				海外の大学等への進学		7		14.3		85.7		0

		23227		2015高校生 コウコウセイ		%				フリーター・その他		37		45.9		45.9		8.1

		23228		2015高校生 コウコウセイ		%				パート・アルバイト		2		50		50		0

		23229		2015高校生 コウコウセイ		%				その他		35		45.7		45.7		8.6

		23230		2015高校生 コウコウセイ		%				無回答		34		41.2		26.5		32.4

		23231		2015高校生 コウコウセイ		%				《進路について話す頻度別》

		23232		2015高校生 コウコウセイ		%				話す･計		1481		46.3		51.1		2.6

		23233		2015高校生 コウコウセイ		%				よく話をする		348		39.1		57.5		3.4

		23234		2015高校生 コウコウセイ		%				時々話をする		1133		48.5		49.2		2.4

		23235		2015高校生 コウコウセイ		%				話さない･計		394		56.3		39.3		4.3

		23236		2015高校生 コウコウセイ		%				あまり話さない		337		55.5		40.1		4.5

		23237		2015高校生 コウコウセイ		%				まったく話さない		57		61.4		35.1		3.5

		23238		2015高校生 コウコウセイ		%				《希望進路に関する保護者の認知別》

		23239		2015高校生 コウコウセイ		%				知っている・計		1641		47		50.2		2.7

		23240		2015高校生 コウコウセイ		%				よく知っている		801		43.2		54.7		2.1

		23241		2015高校生 コウコウセイ		%				少し知っている		840		50.7		46		3.3

		23242		2015高校生 コウコウセイ		%				知らない・計		236		59.7		36.9		3.4

		23243		2015高校生 コウコウセイ		%				あまり知らない		196		60.7		36.2		3.1

		23244		2015高校生 コウコウセイ		%				まったく知らない		40		55		40		5

		23245		2015高校生 コウコウセイ		%				《進路の悩み不安に関する保護者の認知別》

		23246		2015高校生 コウコウセイ		%				知っている・計		1179		46.9		51		2.1

		23247		2015高校生 コウコウセイ		%				よく知っている		347		40.9		56.8		2.3

		23248		2015高校生 コウコウセイ		%				少し知っている		832		49.4		48.6		2

		23249		2015高校生 コウコウセイ		%				知らない・計		688		51.6		44.5		3.9

		23250		2015高校生 コウコウセイ		%				あまり知らない		545		51.2		45.3		3.5

		23251		2015高校生 コウコウセイ		%				まったく知らない		143		53.1		41.3		5.6

		23252		2015高校生 コウコウセイ		%				《進路を考える時の高校生の気持ち別》

		23253		2015高校生 コウコウセイ		%				楽しい気持ち・計		420		48.8		47.6		3.6

		23254		2015高校生 コウコウセイ		%				楽しい気持ち		142		50		45.8		4.2

		23255		2015高校生 コウコウセイ		%				どちらかといえば楽しい気持ち		278		48.2		48.6		3.2

		23256		2015高校生 コウコウセイ		%				不安な気持ち・計		1363		48		49.5		2.5

		23257		2015高校生 コウコウセイ		%				どちらかというと不安		775		48.5		48.9		2.6

		23258		2015高校生 コウコウセイ		%				不安な気持ち		588		47.3		50.3		2.4

		23259		2015高校生 コウコウセイ		%				考えたことがない		88		58		38.6		3.4

		23260		2015高校生 コウコウセイ		%				《進路選択に際してアドバイス希望別》

		23261		2015高校生 コウコウセイ		%				アドバイス希望あり･計		1167		43.1		54.9		2

		23262		2015高校生 コウコウセイ		%				たくさんアドバイスしてほしい		248		36.7		61.7		1.6

		23263		2015高校生 コウコウセイ		%				ある程度アドバイスしてほしい		919		44.8		53.1		2.1

		23264		2015高校生 コウコウセイ		%				アドバイス希望なし･計		668		59		38		3

		23265		2015高校生 コウコウセイ		%				あまりアドバイスしてほしくない		370		54.9		42.2		3

		23266		2015高校生 コウコウセイ		%				アドバイスはいらない		298		64.1		32.9		3

		23267		2015高校生 コウコウセイ		%				《進路選択に関する保護者の態度別》

		23268		2015高校生 コウコウセイ		%				干渉･計		456		49.3		49.1		1.5

		23269		2015高校生 コウコウセイ		%				干渉しすぎる		81		53.1		44.4		2.5

		23270		2015高校生 コウコウセイ		%				やや干渉しすぎる		375		48.5		50.1		1.3

		23271		2015高校生 コウコウセイ		%				ちょうどいい		1187		50.4		47.2		2.4

		23272		2015高校生 コウコウセイ		%				無関心･計		206		38.8		57.8		3.4

		23273		2015高校生 コウコウセイ		%				やや無関心		172		39.5		57.6		2.9

		23274		2015高校生 コウコウセイ		%				無関心すぎる		34		35.3		58.8		5.9

		23275		2015高校生 コウコウセイ		%				《家庭でのキャリア教育経験別１》

		23276		2015高校生 コウコウセイ		%				高い		387		46		52.2		1.8

		23277		2015高校生 コウコウセイ		%				中		928		51		46.8		2.3

		23278		2015高校生 コウコウセイ		%				低い		1456		48.7		49.3		2

		23279		2015高校生 コウコウセイ		%				《家庭でのキャリア教育経験別２》

		23280		2015高校生 コウコウセイ		%				Ａ．本音を話した：あてはまる・計		1263		48.3		49.6		2.1

		23281		2015高校生 コウコウセイ		%				Ａ．本音を話した：あてはまらない・計		576		50.2		47.2		2.6

		23282		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｂ．厳しくしつけられた：あてはまる・計		994		50.4		47.5		2.1

		23283		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｂ．厳しくしつけられた：あてはまらない・計		848		47.2		50.5		2.4

		23284		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｃ．よくほめられた：あてはまる・計		1098		47.6		50.6		1.7

		23285		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｃ．よくほめられた：あてはまらない・計		745		50.6		46.4		3

		23286		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｄ．「将来は明るい」：あてはまる・計		554		48.4		49.3		2.3

		23287		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｄ．「将来は明るい」：あてはまらない・計		1279		48.9		48.9		2.2

		23288		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｅ．「夢や目標を持つことは大切」：あてはまる・計		1164		51		47.3		1.7

		23289		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｅ．「夢や目標を持つことは大切」：あてはまらない・計		667		45		52		3

		23290		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｆ．「自分で選択し責任を持つ」：あてはまる・計		1302		50.4		47.8		1.8

		23291		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｆ．「自分で選択し責任を持つ」：あてはまらない・計		535		45.2		51.6		3.2

		23292		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｇ．「自分で選択し責任を持つ」体験：あてはまる・計		944		49.5		48.2		2.3

		23293		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｇ．「自分で選択し責任を持つ」体験：あてはまらない・計		891		48.1		49.7		2.1

		23294		2015高校生 コウコウセイ		%				《未来社会の好ましさ別》

		23295		2015高校生 コウコウセイ		%				好ましい･計		907		49.1		49.2		1.8

		23296		2015高校生 コウコウセイ		%				とても好ましい社会だ		79		64.6		30.4		5.1

		23297		2015高校生 コウコウセイ		%				まあまあ好ましい社会だ		828		47.6		51		1.4

		23298		2015高校生 コウコウセイ		%				好ましくない･計		836		48.1		49.9		2

		23299		2015高校生 コウコウセイ		%				あまり好ましい社会ではない		720		47.1		51.1		1.8

		23300		2015高校生 コウコウセイ		%				非常に好ましくない社会だ		116		54.3		42.2		3.4

		23301		2015高校生 コウコウセイ		%				《進路選択の意識別》

		23302		2015高校生 コウコウセイ		%				考えている･計		1530		46.4		51		2.6

		23303		2015高校生 コウコウセイ		%				かなり考えている		459		37.3		59.7		3.1

		23304		2015高校生 コウコウセイ		%				ある程度考えている		1071		50.3		47.2		2.4

		23305		2015高校生 コウコウセイ		%				考えていない･計		346		58.4		37.9		3.8

		23306		2015高校生 コウコウセイ		%				あまり考えていない		318		58.2		39		2.8

		23307		2015高校生 コウコウセイ		%				まったく考えていない		28		60.7		25		14.3

		23308		2015高校生 コウコウセイ		%				《自己進路実現可能感別》

		23309		2015高校生 コウコウセイ		%				思う･計		1358		48		49.4		2.6

		23310		2015高校生 コウコウセイ		%				そう思う		319		48		48.6		3.4

		23311		2015高校生 コウコウセイ		%				ややそう思う		1039		48		49.7		2.3

		23312		2015高校生 コウコウセイ		%				思わない･計		516		50		46.3		3.7

		23313		2015高校生 コウコウセイ		%				あまり思わない		477		49.9		46.8		3.4

		23314		2015高校生 コウコウセイ		%				まったく思わない		39		51.3		41		7.7

		23315		2015高校生 コウコウセイ		%				《なぜ勉強するのか話す状況別》

		23316		2015高校生 コウコウセイ		%				ある		373		41.3		55.8		2.9

		23317		2015高校生 コウコウセイ		%				なし		1459		51		47.3		1.7

		23318		2015高校生 コウコウセイ		%				《なぜ働くのか話す状況別》

		23319		2015高校生 コウコウセイ		%				ある		329		35.9		60.8		3.3

		23320		2015高校生 コウコウセイ		%				なし		1501		51.8		46.6		1.6

		23321		2015高校生 コウコウセイ		%				《仕事内容、楽しさについて話す状況別》

		23322		2015高校生 コウコウセイ		%				話す･計		782		40.7		56.3		3.1

		23323		2015高校生 コウコウセイ		%				よく話す		234		29.1		67.1		3.8

		23324		2015高校生 コウコウセイ		%				時々話す		548		45.6		51.6		2.7

		23325		2015高校生 コウコウセイ		%				話さない･計		1059		55.2		43.5		1.2

		23326		2015高校生 コウコウセイ		%				あまり話さない		896		55.5		43.2		1.3

		23327		2015高校生 コウコウセイ		%				まったく話さない		163		54		45.4		0.6

		23328		2015高校生 コウコウセイ		%				《自分の将来へのグローバル化の影響》

		23329		2015高校生 コウコウセイ		%				ある		761		48.8		49.5		1.7

		23330		2015高校生 コウコウセイ		%				ない		295		50.2		47.8		2

		23331		2015高校生 コウコウセイ		%				わからない		764		49.2		49.6		1.2

		23332		2015高校生 コウコウセイ		%				《グローバル社会に通用する人材について》

		23333		2015高校生 コウコウセイ		%				なりたい・計		936		49		49.4		1.6

		23334		2015高校生 コウコウセイ		%				ぜひなりたい		421		51.3		46.3		2.4

		23335		2015高校生 コウコウセイ		%				できればなりたい		515		47.2		51.8		1

		23336		2015高校生 コウコウセイ		%				なりたいと思わない・計		304		48		51		1

		23337		2015高校生 コウコウセイ		%				あまりなりたいと思わない		139		51.1		48.9		0

		23338		2015高校生 コウコウセイ		%				なりたいと思わない		165		45.5		52.7		1.8

		23339		2015高校生 コウコウセイ		%				どちらでもよい		538		51.1		48		0.9

		23340		2015高校生 コウコウセイ		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜全ベース＞》

		23341		2015高校生 コウコウセイ		%				利用したい・計		680		47.4		50.1		2.5

		23342		2015高校生 コウコウセイ		%				ぜひ利用した		216		49.5		46.3		4.2

		23343		2015高校生 コウコウセイ		%				できれば利用したい		464		46.3		51.9		1.7

		23344		2015高校生 コウコウセイ		%				利用したくない・計		887		49.6		48.1		2.3

		23345		2015高校生 コウコウセイ		%				あまり利用したくない		83		57.8		39.8		2.4

		23346		2015高校生 コウコウセイ		%				まったく利用したくない		804		48.8		49		2.2

		23347		2015高校生 コウコウセイ		%				わからない		255		48.6		49.8		1.6

		23348		2015高校生 コウコウセイ		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜進学希望者ベース＞》

		23349		2015高校生 コウコウセイ		%				利用したい・計		591		45.2		52.6		2.2

		23350		2015高校生 コウコウセイ		%				ぜひ利用した		197		49.2		46.7		4.1

		23351		2015高校生 コウコウセイ		%				できれば利用したい		394		43.1		55.6		1.3

		23352		2015高校生 コウコウセイ		%				利用したくない・計		601		45.9		52.6		1.5

		23353		2015高校生 コウコウセイ		%				あまり利用したくない		47		66		31.9		2.1

		23354		2015高校生 コウコウセイ		%				まったく利用したくない		554		44.2		54.3		1.4

		23355		2015高校生 コウコウセイ		%				わからない		223		45.3		53.8		0.9
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		1		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		目次へ		Ｆ１．性別

		2		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148

		3		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148

		4		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148				調査数 チョウサ		男		女		無回答

		5		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		全体 ゼンタイ		2043		45.9		52.6		1.6

		6		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【性別】

		7		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		男子		937		100		0		0

		8		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		女子		1074		0		100		0

		9		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【所属学科別】

		10		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		普通科		1392		47		51.4		1.6

		11		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		専門学科		548		44.2		54.2		1.6

		12		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		総合学科		103		39.8		59.2		1

		13		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【都道府県別】

		14		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		北海道		214		37.4		61.7		0.9

		15		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		岩手県		215		42.3		54.9		2.8

		16		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		富山県		229		56.8		43.2		0

		17		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		東京都		225		42.2		57.3		0.4

		18		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		神奈川県		225		47.6		48		4.4

		19		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		静岡県		240		56.7		41.7		1.7

		20		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		滋賀府		252		44.8		53.6		1.6

		21		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		香川県		218		35.8		62.8		1.4

		22		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		佐賀県		225		47.6		51.6		0.9

		23		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【高校タイプ別】

		24		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		大短進学率９５％以上		551		50.5		48.3		1.3

		25		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		大短進学率７０～９５％未満		380		48.9		51.1		0

		26		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		大短進学率４０～７０％未満		430		41.2		56.3		2.6

		27		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		大短進学率４０％未満		682		43.4		54.5		2.1

		28		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		大短進学率７０％以上		931		49.8		49.4		0.8

		29		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		大短進学率７０％未満		1112		42.5		55.2		2.2

		30		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【希望進路別】

		31		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		進学希望		1612		45.8		53		1.2

		32		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　大学・短大進学		1287		49		49.9		1.2

		33		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　　大学進学		1214		51.1		47.9		1.1

		34		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　　短大進学		73		13.7		83.6		2.7

		35		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　専門学校進学		325		33.2		65.2		1.5

		36		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		就職		372		47.8		49.5		2.7

		37		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		海外の大学等への進学		9		33.3		66.7		0

		38		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		フリーター・その他		45		40		57.8		2.2

		39		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　パート・アルバイト		7		57.1		42.9		0

		40		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　その他		38		36.8		60.5		2.6

		41		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		無回答		5		0		80		20

		42		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【進路について話す頻度別】

		43		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		話す・計		1601		42.8		55.5		1.6

		44		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　よく話をする		335		37.9		59.7		2.4

		45		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　時々話をする		1266		44.2		54.4		1.4

		46		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		話さない・計		436		56.9		41.7		1.4

		47		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　あまり話さない		384		56.3		42.4		1.3

		48		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　まったく話さない		52		61.5		36.5		1.9

		49		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【希望進路に関する保護者の認知別】

		50		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		知っている・計		1814		45.5		52.9		1.6

		51		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　よく知っている		876		42		56.4		1.6

		52		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　少し知っている		938		48.7		49.7		1.6

		53		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		知らない・計		228		49.1		49.6		1.3

		54		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　あまり知らない		190		46.3		52.1		1.6

		55		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　まったく知らない		38		63.2		36.8		0

		56		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【進路の悩み不安に関する保護者の認知別】

		57		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		知っている・計		1252		45.4		53.1		1.5

		58		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　よく知っている		340		39.1		59.4		1.5

		59		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　少し知っている		912		47.7		50.8		1.5

		60		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		知らない・計		787		46.8		51.6		1.7

		61		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　あまり知らない		637		47.3		50.9		1.9

		62		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　まったく知らない		150		44.7		54.7		0.7

		63		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【進路を考える時の高校生の気持ち別】

		64		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		楽しい気持ち・計		507		44.4		53.8		1.8

		65		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　楽しい気持ち		160		43.1		53.8		3.1

		66		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　どちらかといえば楽しい気持ち		347		45		53.9		1.2

		67		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		不安な気持ち・計		1433		44.9		53.7		1.4

		68		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　どちらかというと不安		817		45.8		53.2		1

		69		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　不安な気持ち		616		43.8		54.2		1.9

		70		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		考えたことがない		93		68.8		30.1		1.1

		71		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【進路選択に際してアドバイス希望別】

		72		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		アドバイス希望あり・計		1340		40.8		57.5		1.7

		73		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　たくさんアドバイスしてほしい		212		40.1		57.1		2.8

		74		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　ある程度アドバイスしてほしい		1128		41		57.5		1.5

		75		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		アドバイス希望なし・計		676		55.6		43.5		0.9

		76		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　あまりアドバイスしてほしくない		424		50.2		49.1		0.7

		77		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　アドバイスはいらない		252		64.7		34.1		1.2

		78		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【進路選択に関する保護者の態度別】

		79		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		干渉・計		516		48.3		49.8		1.9

		80		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　干渉しすぎる		90		48.9		46.7		4.4

		81		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　やや干渉しすぎる		426		48.1		50.5		1.4

		82		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		ちょうどいい		1256		47.1		51.9		1

		83		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		無関心・計		259		35.5		62.2		2.3

		84		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　やや無関心		234		35.5		62.4		2.1

		85		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　無関心すぎる		25		36		60		4

		86		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【家庭でのキャリア教育経験別１】

		87		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		高い		432		41.9		56.9		1.2

		88		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		中		1057		46		52.2		1.8

		89		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		低い		554		48.7		49.8		1.4

		90		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【家庭でのキャリア教育経験別２】

		91		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		Ａ．本音を話した：あてはまる・計		1345		43.5		55.1		1.4

		92		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		Ａ．本音を話した：あてはまらない・計		686		50.1		48.4		1.5

		93		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		Ｂ．厳しくしつけられた：あてはまる・計		1126		47		51.4		1.6

		94		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		Ｂ．厳しくしつけられた：あてはまらない・計		908		44.5		54.3		1.2

		95		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		Ｃ．よくほめられた：あてはまる・計		1212		42.4		56.7		0.9

		96		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		Ｃ．よくほめられた：あてはまらない・計		819		50.8		47		2.2

		97		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		Ｄ．「将来は明るい」：あてはまる・計		584		43.5		55.3		1.2

		98		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		Ｄ．「将来は明るい」：あてはまらない・計		1440		46.9		51.6		1.5

		99		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		Ｅ．「夢や目標を持つことは大切」：あてはまる・計		1357		46.3		51.9		1.8

		100		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		Ｅ．「夢や目標を持つことは大切」：あてはまらない・計		673		44.7		54.7		0.6

		101		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		Ｆ．「自分で選択し責任を持つ」：あてはまる・計		1473		48		50.5		1.5

		102		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		Ｆ．「自分で選択し責任を持つ」：あてはまらない・計		556		40.1		58.6		1.3

		103		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		Ｇ．「自分で選択し責任を持つ」体験：あてはまる・計		975		46.6		52		1.4

		104		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		Ｇ．「自分で選択し責任を持つ」体験：あてはまらない・計		1050		45.1		53.4		1.4

		105		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【未来社会の好ましさ別】

		106		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		好ましい・計		855		46		52.6		1.4

		107		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　とても好ましい社会だ		73		52.1		45.2		2.7

		108		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　まあまあ好ましい社会だ		782		45.4		53.3		1.3

		109		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		好ましくない・計		1119		46.6		51.8		1.6

		110		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　あまり好ましい社会ではない		990		44.7		53.5		1.7

		111		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　非常に好ましくない社会だ		129		60.5		38.8		0.8

		112		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【進路選択の意識別】

		113		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		考えている・計		1665		43.7		54.9		1.4

		114		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　かなり考えている		420		41		58.3		0.7

		115		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　ある程度考えている		1245		44.6		53.7		1.7

		116		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		考えていない・計		377		55.7		42.2		2.1

		117		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　あまり考えていない		349		54.4		43.6		2

		118		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　まったく考えていない		28		71.4		25		3.6

		119		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【自己進路実現可能感別】

		120		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		思う・計		1469		44.7		53.8		1.5

		121		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　そう思う		338		46.4		52.1		1.5

		122		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　ややそう思う		1131		44.2		54.3		1.5

		123		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		思わない・計		571		48.9		49.4		1.8

		124		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　あまり思わない		518		48.3		50.2		1.5

		125		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　まったく思わない		53		54.7		41.5		3.8

		126		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【なぜ勉強するのか話す状況別】

		127		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		ある		496		40.3		57.9		1.8

		128		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		なし		1528		47.7		50.9		1.4

		129		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【なぜ働くのか話す状況別】

		130		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		ある		370		42.7		55.9		1.4

		131		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		なし		1659		46.7		51.8		1.5

		132		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【仕事内容、楽しさについて話す状況別】

		133		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		話す・計		896		38.5		59.5		2

		134		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　よく話す		306		33.7		65		1.3

		135		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　時々話す		590		41		56.6		2.4

		136		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		話さない・計		1141		51.9		47.1		1.1

		137		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　あまり話さない		949		51.5		47.3		1.2

		138		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　まったく話さない		192		53.6		45.8		0.5

		139		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【自分の将来へのグローバル化の影響】

		140		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		ある		1025		50		49.1		0.9

		141		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		ない		211		49.3		48.8		1.9

		142		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		わからない		784		39.5		58.8		1.7

		143		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		【グローバル社会に通用する人材について】

		144		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		なりたい・計		1109		47.8		50.9		1.4

		145		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　ぜひなりたい		463		50.3		48.4		1.3

		146		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　できればなりたい		646		46		52.6		1.4

		147		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		なりたいと思わない・計		231		44.6		54.5		0.9

		148		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　あまりなりたいと思わない		120		38.3		61.7		0

		149		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		　なりたいと思わない		111		51.4		46.8		1.8

		150		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148		どちらでもよい		658		45.3		53.8		0.9

		151		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148

		152		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148

		153		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148

		154		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148

		155		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148

		156		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148

		157		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148

		158		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148

		159		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148

		160		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148

		161		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148

		162		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148

		163		2013高校生★学科差替_1216 コウコウセイガッカサシカ		%		表0148
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		1		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		目次へ		【高校生】／Ｆ１．性別

		2		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133

		3		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133

		4		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133				調査数		男		女		無回答

		5		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		全体		1959		49.9		46.5		3.7

		6		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【性別】

		7		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		男子		977		100		0		0

		8		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		女子		910		0		100		0

		9		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【所属学科別】

		10		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		普通科		1315		47.2		49.5		3.3

		11		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		専門学科		479		58.5		35.7		5.8

		12		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		総合学科		165		46.1		53.3		0.6

		13		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【都道府県別】

		14		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		北海道		237		50.2		48.5		1.3

		15		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		青森県		231		43.3		55.8		0.9

		16		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		茨城県		227		50.7		49.3		0

		17		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		東京都		171		55		32.2		12.9

		18		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		新潟県		218		45.9		49.5		4.6

		19		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		愛知県		209		62.7		35.4		1.9

		20		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		大阪府		225		61.3		33.3		5.3

		21		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		鳥取県		209		43.1		50.2		6.7

		22		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		佐賀県		232		38.8		59.1		2.2

		23		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【高校タイプ別】

		24		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		大短進学率９５％以上		501		50.7		46.7		2.6

		25		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		大短進学率７０～９５％未満		304		45.7		52.6		1.6

		26		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		大短進学率４０～７０％未満		288		44.1		50.7		5.2

		27		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		大短進学率４０％未満		866		52.8		42.7		4.5

		28		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		大短進学率７０％以上		805		48.8		48.9		2.2

		29		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		大短進学率７０％未満		1154		50.6		44.7		4.7

		30		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【希望進路別】

		31		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		進学希望		1434		46.4		50.7		2.9

		32		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　大学・短大進学		1087		48.9		48.5		2.7

		33		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　　大学進学		997		52.1		45.4		2.5

		34		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　　短大進学		90		13.3		82.2		4.4

		35		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　専門学校進学		347		38.6		57.6		3.7

		36		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		就職		429		62.2		34.3		3.5

		37		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		留学		11		36.4		63.6		0

		38		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		フリーター・その他		46		60.9		32.6		6.5

		39		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　フリーター		9		44.4		55.6		0

		40		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　その他		37		64.9		27		8.1

		41		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		無回答		39		33.3		35.9		30.8

		42		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【進路について話す頻度別】

		43		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		話す・計		1468		47.3		49.5		3.1

		44		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　よく話をする		323		41.8		55.7		2.5

		45		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　たまに話をする		1145		48.9		47.8		3.3

		46		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		話さない・計		483		57.6		37.5		5

		47		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　あまり話さない		399		56.4		39.3		4.3

		48		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　まったく話さない		84		63.1		28.6		8.3

		49		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【希望進路に関する保護者の認知別】

		50		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		知っている・計		1608		48.6		48.1		3.2

		51		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　よく知っている		733		44.2		52.5		3.3

		52		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　少し知っている		875		52.3		44.5		3.2

		53		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		知らない・計		339		55.8		39.5		4.7

		54		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　あまり知らない		302		54.6		41.1		4.3

		55		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　まったく知らない		37		64.9		27		8.1

		56		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【進路の悩み不安に関する保護者の認知別】

		57		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		知っている・計		1101		47.8		49		3.2

		58		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　よく知っている		297		40.7		54.9		4.4

		59		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　少し知っている		804		50.4		46.9		2.7

		60		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		知らない・計		832		52.3		44		3.7

		61		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　あまり知らない		656		52.1		43.9		4

		62		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　まったく知らない		176		52.8		44.3		2.8

		63		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【進路を考える時の高校生の気持ち別】

		64		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		自分の可能性が広がるようで、楽しい		533		49.3		46.7		3.9

		65		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		自分の将来にそんなにいいことはない、考えてもつまらない		85		67.1		27.1		5.9

		66		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		考えること自体がめんどうくさい		132		58.3		37.9		3.8

		67		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		進路のことより、もっと考えたいことがある		96		56.3		41.7		2.1

		68		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		今が楽しければいいので先のことは考えない		75		62.7		36		1.3

		69		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		自分がどうなってしまうのか不安になる		932		46.8		50.2		3

		70		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		その他		76		38.2		56.6		5.3

		71		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【進路選択に際してアドバイス希望別】

		72		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		アドバイス希望あり・計		1170		44.9		51.8		3.3

		73		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　たくさんアドバイスしてほしい		201		40.3		58.2		1.5

		74		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　ある程度アドバイスしてほしい		969		45.8		50.5		3.7

		75		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		アドバイス希望なし・計		718		57.8		38.7		3.5

		76		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　あまりアドバイスしてほしくない		423		55.8		41.1		3.1

		77		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　アドバイスはいらない		295		60.7		35.3		4.1

		78		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【進路選択に関する保護者の態度別】

		79		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		干渉・計		420		56		40.2		3.8

		80		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　干渉しすぎる		91		70.3		25.3		4.4

		81		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　やや干渉しすぎる		329		52		44.4		3.6

		82		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		ちょうどいい		1233		50.4		46.6		2.9

		83		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		無関心・計		269		40.1		56.5		3.3

		84		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　やや無関心		240		38.3		57.9		3.8

		85		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　無関心すぎる		29		55.2		44.8		0

		86		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【家庭でのキャリア教育経験別１】

		87		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		高い		331		42.9		55		2.1

		88		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		中		899		52.2		44.7		3.1

		89		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		低い		729		50.2		44.7		5.1

		90		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【家庭でのキャリア教育経験別２】

		91		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		Ａ．本音を話した：あてはまる・計		1217		48.1		49.3		2.6

		92		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		Ａ．本音を話した：あてはまらない・計		683		53.1		44.5		2.3

		93		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		Ｂ．厳しくしつけられた：あてはまる・計		1004		48.5		48.9		2.6

		94		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		Ｂ．厳しくしつけられた：あてはまらない・計		893		51.7		45.8		2.5

		95		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		Ｃ．よくほめられた：あてはまる・計		991		48.5		48.7		2.7

		96		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		Ｃ．よくほめられた：あてはまらない・計		907		51.5		46.2		2.3

		97		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		Ｄ．「将来は明るい」：あてはまる・計		481		51.4		45.9		2.7

		98		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		Ｄ．「将来は明るい」：あてはまらない・計		1413		49.5		48.1		2.4

		99		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		Ｅ．「夢や目標を持つことは大切」：あてはまる・計		1186		50.4		46.7		2.9

		100		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		Ｅ．「夢や目標を持つことは大切」：あてはまらない・計		708		48.9		49.2		2

		101		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		Ｆ．「自分で選択し責任を持つ」：あてはまる・計		1284		50.9		46.5		2.6

		102		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		Ｆ．「自分で選択し責任を持つ」：あてはまらない・計		611		47.8		49.9		2.3

		103		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		Ｇ．「自分で選択し責任を持つ」体験：あてはまる・計		835		51.3		46.3		2.4

		104		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		Ｇ．「自分で選択し責任を持つ」体験：あてはまらない・計		1018		49.5		47.9		2.6

		105		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【未来社会の好ましさ別】

		106		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		好ましい・計		520		54.4		42.5		3.1

		107		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　とても好ましい社会だ		43		69.8		20.9		9.3

		108		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　まあまあ好ましい社会だ		477		53		44.4		2.5

		109		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		好ましくない・計		1317		48.7		48.8		2.5

		110		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　あまり好ましい社会ではない		1067		45.9		51.5		2.5

		111		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　非常に好ましくない社会だ		250		60.4		37.2		2.4

		112		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【進路選択の意識別】

		113		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		考えている・計		1578		47.7		49		3.3

		114		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　かなり考えている		393		43.5		52.7		3.8

		115		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　ある程度考えている		1185		49.1		47.8		3.1

		116		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		考えていない・計		372		59.4		36.3		4.3

		117		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　あまり考えていない		347		57.9		37.8		4.3

		118		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　まったく考えていない		25		80		16		4

		119		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【自己進路実現可能感別】

		120		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		思う・計		1367		49.9		47.2		2.9

		121		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　そう思う		329		51.4		45.6		3

		122		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　ややそう思う		1038		49.4		47.7		2.9

		123		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		思わない・計		575		49.6		45.6		4.9

		124		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　あまり思わない		525		49.3		45.9		4.8

		125		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　まったく思わない		50		52		42		6

		126		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【なぜ勉強するのか話す状況別】

		127		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		ある		336		36		60.4		3.6

		128		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		なし		1547		53.6		44.5		1.9

		129		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【なぜ働くのか話す状況別】

		130		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		ある		263		38.4		58.2		3.4

		131		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		なし		1618		52.5		45.6		1.9

		132		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【仕事内容、楽しさについて話す状況別】

		133		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		話す・計		951		42.3		55.1		2.6

		134		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　よく話す		258		31.4		66.3		2.3

		135		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　時々話す		693		46.3		50.9		2.7

		136		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		話さない・計		953		58.4		39.7		1.9

		137		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　ほとんど話さない		797		58.1		40		1.9

		138		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		　まったく話さない		156		60.3		37.8		1.9

		139		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		【震災前後の意識変化別】

		140		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		変化あり		270		44.1		54.1		1.9

		141		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133		変化なし		1532		51.6		46		2.5

		142		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133

		143		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133

		144		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133

		145		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133

		146		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133

		147		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133

		148		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133

		149		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133

		150		2011高校生 コウコウセイ		%		表0133
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		7227		2009高校生 コウコウセイ		%		83		【高校生】／Ｆ１．性別

		7228		2009高校生 コウコウセイ		%		83				調査数		男		女		無回答

		7229		2009高校生 コウコウセイ		%		83		全体		1953		55		42.3		2.7

		7230		2009高校生 コウコウセイ		%		83		【性別】

		7231		2009高校生 コウコウセイ		%		83		男子		1075		100		0		0

		7232		2009高校生 コウコウセイ		%		83		女子		826		0		100		0

		7233		2009高校生 コウコウセイ		%		83		【所属学科別】

		7234		2009高校生 コウコウセイ		%		83		普通科		1201		46.2		51.4		2.4

		7235		2009高校生 コウコウセイ		%		83		専門学科		643		74.7		21.8		3.6

		7236		2009高校生 コウコウセイ		%		83		総合学科		109		36.7		63.3		0

		7237		2009高校生 コウコウセイ		%		83		【都道府県】

		7238		2009高校生 コウコウセイ		%		83		北海道		208		58.7		38		3.4

		7239		2009高校生 コウコウセイ		%		83		山形県		211		54		46		0

		7240		2009高校生 コウコウセイ		%		83		埼玉県		235		59.1		37		3.8

		7241		2009高校生 コウコウセイ		%		83		東京都		211		54.5		37.9		7.6

		7242		2009高校生 コウコウセイ		%		83		石川県		217		51.2		47.5		1.4

		7243		2009高校生 コウコウセイ		%		83		三重県		221		57.9		38.9		3.2

		7244		2009高校生 コウコウセイ		%		83		京都府		219		61.6		35.6		2.7

		7245		2009高校生 コウコウセイ		%		83		愛媛県		201		39.8		58.7		1.5

		7246		2009高校生 コウコウセイ		%		83		鹿児島県		230		57		42.6		0.4

		7247		2009高校生 コウコウセイ		%		83		【希望進路別】

		7248		2009高校生 コウコウセイ		%		83		大学・短大進学		1089		50.1		48.4		1.5

		7249		2009高校生 コウコウセイ		%		83		専門学校進学		292		40.4		56.5		3.1

		7250		2009高校生 コウコウセイ		%		83		就職		498		75.7		22.3		2

		7251		2009高校生 コウコウセイ		%		83		フリーター		8		50		25		25

		7252		2009高校生 コウコウセイ		%		83		留学		5		20		80		0

		7253		2009高校生 コウコウセイ		%		83		その他		22		50		50		0

		7254		2009高校生 コウコウセイ		%		83		無回答		39		46.2		15.4		38.5

		7255		2009高校生 コウコウセイ		%		83		【進路について話す頻度別】

		7256		2009高校生 コウコウセイ		%		83		話す・計		1468		51.4		45.9		2.7

		7257		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　よく話をする		287		44.3		52.3		3.5

		7258		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　たまに話をする		1181		53.2		44.4		2.5

		7259		2009高校生 コウコウセイ		%		83		話さない・計		479		65.6		31.7		2.7

		7260		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　あまり話さない		373		64.1		33.5		2.4

		7261		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　まったく話さない		106		70.8		25.5		3.8

		7262		2009高校生 コウコウセイ		%		83		【進路を考える時の高校生の気持ち別】

		7263		2009高校生 コウコウセイ		%		83		自分の可能性が広がるようで、楽しい		505		49.5		47.1		3.4

		7264		2009高校生 コウコウセイ		%		83		将来にいいことはない、考えてもつまらない		72		63.9		34.7		1.4

		7265		2009高校生 コウコウセイ		%		83		考えること自体がめんどうくさい		119		63		36.1		0.8

		7266		2009高校生 コウコウセイ		%		83		進路のことより、もっと考えたいことがある		90		62.2		35.6		2.2

		7267		2009高校生 コウコウセイ		%		83		今が楽しければいいので先のことは考えない		83		68.7		25.3		6

		7268		2009高校生 コウコウセイ		%		83		自分がどうなってしまうのか不安になる		964		54.9		43		2.1

		7269		2009高校生 コウコウセイ		%		83		その他		60		55		45		0

		7270		2009高校生 コウコウセイ		%		83		【進路選択に際してアドバイス希望別】

		7271		2009高校生 コウコウセイ		%		83		アドバイス希望あり・計		1153		48.9		48.7		2.3

		7272		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　たくさんアドバイスしてほしい		182		44.5		51.1		4.4

		7273		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　ある程度アドバイスしてほしい		971		49.7		48.3		2

		7274		2009高校生 コウコウセイ		%		83		アドバイス希望なし・計		745		64.2		33.2		2.7

		7275		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　あまりアドバイスしてほしくな　い		431		61.7		37.1		1.2

		7276		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　アドバイスはいらない		314		67.5		27.7		4.8

		7277		2009高校生 コウコウセイ		%		83		【進路選択に関する保護者の態度別】

		7278		2009高校生 コウコウセイ		%		83		干渉・計		447		60.9		37.4		1.8

		7279		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　干渉しすぎる		108		58.3		38.9		2.8

		7280		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　やや干渉しすぎる		339		61.7		36.9		1.5

		7281		2009高校生 コウコウセイ		%		83		ちょうどいい		1230		54.8		43		2.2

		7282		2009高校生 コウコウセイ		%		83		無関心・計		243		46.1		51.9		2.1

		7283		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　やや無関心		210		48.1		49.5		2.4

		7284		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　無関心すぎる		33		33.3		66.7		0

		7285		2009高校生 コウコウセイ		%		83		【家庭でのキャリア教育経験別】

		7286		2009高校生 コウコウセイ		%		83		高い		276		51.8		46.7		1.4

		7287		2009高校生 コウコウセイ		%		83		中		961		54.6		44.4		0.9

		7288		2009高校生 コウコウセイ		%		83		低い		716		56.8		37.7		5.4

		7289		2009高校生 コウコウセイ		%		83		【未来社会の好ましさ別】

		7290		2009高校生 コウコウセイ		%		83		好ましい・計		395		60.3		38.5		1.3

		7291		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　とても好ましい社会だ		31		83.9		9.7		6.5

		7292		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　まあまあ好ましい社会だ		364		58.2		40.9		0.8

		7293		2009高校生 コウコウセイ		%		83		好ましくない・計		1463		54.6		44.2		1.2

		7294		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　あまり好ましい社会ではない		1153		51.9		47.3		0.9

		7295		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　非常に好ましくない社会だ		310		64.8		32.9		2.3

		7296		2009高校生 コウコウセイ		%		83		【進路選択の意識別】

		7297		2009高校生 コウコウセイ		%		83		考えている・計		1568		52.3		45		2.7

		7298		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　かなり考えている		354		47.5		48.3		4.2

		7299		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　ある程度考えている		1214		53.7		44		2.3

		7300		2009高校生 コウコウセイ		%		83		考えていない・計		378		66.1		32		1.9

		7301		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　あまり考えていない		350		65.4		33.7		0.9

		7302		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　まったく考えていない		28		75		10.7		14.3

		7303		2009高校生 コウコウセイ		%		83		【希望進路の実現可能性別】

		7304		2009高校生 コウコウセイ		%		83		思う・計		1326		52.9		44.5		2.6

		7305		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　そう思う		282		55		41.8		3.2

		7306		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　ややそう思う		1044		52.4		45.2		2.4

		7307		2009高校生 コウコウセイ		%		83		思わない・計		618		59.4		38		2.6

		7308		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　あまり思わない		566		59.2		38.7		2.1

		7309		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　まったく思わない		52		61.5		30.8		7.7

		7310		2009高校生 コウコウセイ		%		83		【仕事内容、楽しさについて話す状況別】

		7311		2009高校生 コウコウセイ		%		83		話す・計		881		47.4		51.4		1.1

		7312		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　よく話す		229		38.4		59.8		1.7

		7313		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　時々話す		652		50.6		48.5		0.9

		7314		2009高校生 コウコウセイ		%		83		話さない・計		1027		63.1		35.9		1

		7315		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　ほとんど話さない		851		62.5		36.7		0.8

		7316		2009高校生 コウコウセイ		%		83		　まったく話さない		176		65.9		32.4		1.7
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		745		2007高校生（進路） コウコウセイシンロ		%				Ｆ１．性別

		746		2007高校生（進路） コウコウセイシンロ		%

		747		2007高校生（進路） コウコウセイシンロ		%						調査数		男子		女子		無回答

		748		2007高校生（進路） コウコウセイシンロ		%				全体		1802		47.6		52.4		0

		749		2007高校生（進路） コウコウセイシンロ		%				大学・短大進学		1069		46.6		53.4		0

		750		2007高校生（進路） コウコウセイシンロ		%				専門学校進学		256		34.4		65.6		0

		751		2007高校生（進路） コウコウセイシンロ		%				就職		407		57.2		42.8		0

		752		2007高校生（進路） コウコウセイシンロ		%				フリーター		5		40		60		0

		753		2007高校生（進路） コウコウセイシンロ		%				留学		3		0		100		0

		754		2007高校生（進路） コウコウセイシンロ		%				その他		28		50		50		0

		755		2007高校生（進路） コウコウセイシンロ		%				無回答		34		67.6		32.4		0

		756		2007高校生（進路） コウコウセイシンロ		%
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		3009		2005高校生 コウコウセイ		%		52		Ｆ１．性別

		3010		2005高校生 コウコウセイ		%		52				調査数		男		女		無回答

		3011		2005高校生 コウコウセイ		%		52		全体		2478		51.7		46.6		1.7

		3012		2005高校生 コウコウセイ		%		52		【性別】

		3013		2005高校生 コウコウセイ		%		52		男		1282		100		0		0

		3014		2005高校生 コウコウセイ		%		52		女		1154		0		100		0

		3015		2005高校生 コウコウセイ		%		52		【所属している学科】

		3016		2005高校生 コウコウセイ		%		52		普通科		1455		50.4		49.6		0

		3017		2005高校生 コウコウセイ		%		52		専門学科		799		59.4		40.3		0.3

		3018		2005高校生 コウコウセイ		%		52		総合学科		163		37.4		62.6		0

		3019		2005高校生 コウコウセイ		%		52		【高校卒業後の希望進路】

		3020		2005高校生 コウコウセイ		%		52		大学・短大進学		1437		54.2		44.7		1

		3021		2005高校生 コウコウセイ		%		52		専門学校進学		472		44.5		54.4		1.1

		3022		2005高校生 コウコウセイ		%		52		就職		476		52.7		44.7		2.5

		3023		2005高校生 コウコウセイ		%		52		フリーター		20		30		70		0

		3024		2005高校生 コウコウセイ		%		52		留学		14		42.9		50		7.1

		3025		2005高校生 コウコウセイ		%		52		その他		29		55.2		44.8		0

		3026		2005高校生 コウコウセイ		%		52		【高校の所在地】

		3027		2005高校生 コウコウセイ		%		52		北海道		208		47.1		50.5		2.4

		3028		2005高校生 コウコウセイ		%		52		青森		223		42.6		56.5		0.9

		3029		2005高校生 コウコウセイ		%		52		群馬		224		79.9		18.8		1.3

		3030		2005高校生 コウコウセイ		%		52		東京		217		48.4		49.3		2.3

		3031		2005高校生 コウコウセイ		%		52		山梨		223		40.4		57.8		1.8

		3032		2005高校生 コウコウセイ		%		52		福井		222		53.2		45.9		0.9

		3033		2005高校生 コウコウセイ		%		52		愛知		232		70.3		27.2		2.6

		3034		2005高校生 コウコウセイ		%		52		奈良		221		49.8		48		2.3

		3035		2005高校生 コウコウセイ		%		52		岡山		239		47.7		51.9		0.4

		3036		2005高校生 コウコウセイ		%		52		佐賀		232		46.1		51.7		2.2

		3037		2005高校生 コウコウセイ		%		52		大分		237		43.5		54.9		1.7

		3038		2005高校生 コウコウセイ		%		52		【進路について話す頻度】

		3039		2005高校生 コウコウセイ		%		52		よく話をする		409		43.8		55.3		1

		3040		2005高校生 コウコウセイ		%		52		たまに話をする		1356		48.8		49.6		1.6

		3041		2005高校生 コウコウセイ		%		52		あまり話さない		566		59.7		38.7		1.6

		3042		2005高校生 コウコウセイ		%		52		まったく話さない		131		69.5		28.2		2.3

		3043		2005高校生 コウコウセイ		%		52		【進路を考える際の気持ち】

		3044		2005高校生 コウコウセイ		%		52		自分の可能性が広がるようで、

		3045		2005高校生 コウコウセイ		%		52		　　　　　　　　　　　　楽しい		642		48.9		49.1		2

		3046		2005高校生 コウコウセイ		%		52		将来にいいことはなく考えても

		3047		2005高校生 コウコウセイ		%		52		　　　　　　　　　　つまらない		85		62.4		36.5		1.2

		3048		2005高校生 コウコウセイ		%		52		考えること自体が面倒臭い		160		59.4		38.8		1.9

		3049		2005高校生 コウコウセイ		%		52		進路のことより、もっと

		3050		2005高校生 コウコウセイ		%		52		　　　　　　考えたいことがある		163		63.8		35.6		0.6

		3051		2005高校生 コウコウセイ		%		52		今が楽しければいいので

		3052		2005高校生 コウコウセイ		%		52		　　　　　　先のことは考えない		122		68		32		0

		3053		2005高校生 コウコウセイ		%		52		自分がどうなってしまうのか

		3054		2005高校生 コウコウセイ		%		52		　　　　　　　　　　不安になる		1155		49		49.7		1.3

		3055		2005高校生 コウコウセイ		%		52		その他		121		44.6		52.1		3.3

		3056		2005高校生 コウコウセイ		%		52		【保護者のアドバイスの必要性】

		3057		2005高校生 コウコウセイ		%		52		たくさんアドバイスしてほしい		257		34.2		64.2		1.6

		3058		2005高校生 コウコウセイ		%		52		ある程度アドバイスしてほしい		1278		48.4		50.4		1.3

		3059		2005高校生 コウコウセイ		%		52		あまりアドバイスしてほしくない		521		58.9		38.2		2.9

		3060		2005高校生 コウコウセイ		%		52		アドバイスはいらない		375		65.3		34.1		0.5

		3061		2005高校生 コウコウセイ		%		52		【これからの社会について】

		3062		2005高校生 コウコウセイ		%		52		とても好ましい社会だ		49		75.5		24.5		0

		3063		2005高校生 コウコウセイ		%		52		まあまあ好ましい社会だ		631		54		45		1

		3064		2005高校生 コウコウセイ		%		52		あまり好ましい社会ではない		1348		48.7		50.1		1.2

		3065		2005高校生 コウコウセイ		%		52		非常に好ましくない社会だ		290		61.4		37.6		1









（％）

知っていた 知らなかった 無回答

(n= 1722 )

もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、

『日本学生支援機構』の奨学金制度であること

『日本学生支援機構』には、

高校３年の時に申し込む「予約採用」があること

『日本学生支援機構』の奨学金制度に、

「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと

奨学金には、「給付型（返還不要）」と

「貸与型（一定期間内に返還）」があること

『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や

大学独自の奨学金制度などもあること

『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、

「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること
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51.2
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39.0

31.9

20.6

37.6

45.9

53.5

58.2

65.1

2.4

2.7

2.9

2.8

2.7

3.0

■奨学金制度についての認知状況をみると、保護者・高校生ともに、
トップ３は種類（給付/貸与・大学独自/自治体・有利子/無利子）について
であった。一方、申込方法・利用条件や新制度の創設などの具体的な制度の
認知は進んでいない。

■「新たに『給付型』奨学金が創設された」ことの認知状況は、
保護者32％、高校生17％とまだ十分に知られていない。
（給付型奨学金制度施行；平成29年4月1日）

【保護者・高校生】奨学金制度について

3

【保護者】奨学金制度の認知状況（全体／各単一回答）

【高校生】奨学金制度の認知状況（全体／各単一回答）

（％）

知っていた 知らなかった 無回答

(n= 1987 )

『日本学生支援機構』の奨学金制度に、
「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと

もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、
『日本学生支援機構』の奨学金制度であること

『日本学生支援機構』には、
高校３年の時に申し込む「予約採用」があること

奨学金には、「給付型（返還不要）」と
「貸与型（一定期間内に返還）」があること

『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や
大学独自の奨学金制度などもあること

『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、
「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること

54.2

35.0

23.3

17.4

16.7

15.0

44.3

63.5

75.1

81.0

81.8

83.6

1.5

1.5

1.6

1.6

1.5

1.4


属性別

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		5				7		8		8

																												知っていた		知らなかった		無回答								思う・計		思わない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		まったくそう思わない（×１）								加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ

				3		0		0		0		0		0						2017年 ネン		全体 ゼンタイ				Q11A~F. 奨学金制度に関して知っている事柄<全ベース>

				6		7089		保護者		%		0								2017年 ネン		全体 ゼンタイ				調査数		知っていた		知らなかった		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2017		7		7090		保護者		%				Ａ．奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること								Ａ．奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること				1722		77.1		20.6		2.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		12		7095		保護者		%				Ｆ．『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること								Ｆ．『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること				1722		59.7		37.6		2.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		10		7093		保護者		%				Ｄ．『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること								Ｄ．『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること				1722		51.2		45.9		2.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		8		7091		保護者		%				Ｂ．もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること								Ｂ．もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること				1722		43.7		53.5		2.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		11		7094		保護者		%				Ｅ．『日本学生支援機構』には、高校３年の時に申し込む「予約採用」があること								Ｅ．『日本学生支援機構』には、高校３年の時に申し込む「予約採用」があること				1722		39.0		58.2		2.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		9		7092		保護者		%				Ｃ．『日本学生支援機構』の奨学金制度に、「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと								Ｃ．『日本学生支援機構』の奨学金制度に、「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと				1722		31.9		65.1		3.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

																				高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【保護者】2017年 ホゴシャネン

																				集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Q11A~F. 奨学金制度に関して知っている事柄<全ベース>

																				グラフタイトル→				奨学金制度の認知状況 ショウガクキンセイドニンチジョウキョウ

																				回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		各単一回答 カクタンイツカイトウ

		10pt																【保護者】2017年　奨学金制度の認知状況（全体／各単一回答）

		10.5																								（％）		0						0						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		まったくそう思わない（×１）				0		0		加重
平均値

		40.5																						（％）				知っていた		知らなかった		無回答		0		0		0		思う・計		思わない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.5																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																				(n= ???1722 )

																		0		奨学金には、「給付型（返還不要）」と
「貸与型（一定期間内に返還）」があること																																																																																																																										―		―		―

																		0		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や
大学独自の奨学金制度などもあること																																																																																																																										―		―		―

																		0		『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること																																																																																																																										―		―		―

																		0		もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、
『日本学生支援機構』の奨学金制度であること																																																																																																																										―		―		―

																				『日本学生支援機構』には、
高校３年の時に申し込む「予約採用」があること																																																																																																																										―		―		―

																				『日本学生支援機構』の奨学金制度に、
「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと																																																																																																																										―		―		―

																										※TOP2BOXの降順ソート コウジュン		※「知っていた」降順ソート シコウジュン																																																																																																																								0

																																																																																																																																																				0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



属性別

		





時系列_全体

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		5				6		7		8

																												好ましい
・計				好ましくない
・計

																												とても
好ましい
社会だ		まあまあ
好ましい
社会だ		あまり
好ましい
社会ではない		非常に
好ましくない
社会だ		無回答		好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値																																																																																																無回答				好ましい
・計		好ましくない
・計		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0

				6		0		0		0		0										2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2013		7		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		7		0		0		0		0		0								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		7		0		0		0		0		0								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		7		0		0		0		0		0								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		7		0		0		0		0		0								2005年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2003		7		0		0		0		0		0								2003年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		34		0		0		0		0		0								2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		34		0		0		0		0		0								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		26		0		0		0		0		0								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		8		0		0		0		0		0								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		16		0		0		0		0		0								2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		37		0		0		0		0		0								2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		37		0		0		0		0		0								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		27		0		0		0		0		0								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		9		0		0		0		0		0								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		17		0		0		0		0		0								2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		38		0		0		0		0		0								2013年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		38		0		0		0		0		0								2011年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		28		0		0		0		0		0								2009年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		10		0		0		0		0		0								2007年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		18		0		0		0		0		0								2005年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																								高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【保護者】時系列 ホゴシャジケイレツ

																								集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				0

																								グラフタイトル→				奨学金制度の認知状況

																								回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体		／		各単一回答

		10pt																		【保護者】時系列　奨学金制度の認知状況（全体／各単一回答）

		10.5																								（％）		好ましい
・計				好ましくない
・計				無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		無回答				好ましい
・計		好ましくない
・計		加重
平均値

		40.5																										とても
好ましい
社会だ		まあまあ
好ましい
社会だ		あまり
好ましい
社会ではない		非常に
好ましくない
社会だ				好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																										●凡例

																						2013年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2003年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																																																																																																																																																				0

																																																																																																																																																				0





時系列_全体

		





時系列_大短進学

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		5				6		7		8

																												好ましい
・計				好ましくない
・計

																												とても
好ましい
社会だ		まあまあ
好ましい
社会だ		あまり
好ましい
社会ではない		非常に
好ましくない
社会だ		無回答		好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値																																																																																																無回答				好ましい
・計		好ましくない
・計		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0

				6		0		0		0		0										2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2013		7		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		7		0		0		0		0		0								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		7		0		0		0		0		0								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		7		0		0		0		0		0								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		7		0		0		0		0		0								2005年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2003		7		0		0		0		0		0								2003年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		34		0		0		0		0		0								2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		34		0		0		0		0		0								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		26		0		0		0		0		0								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		8		0		0		0		0		0								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		16		0		0		0		0		0								2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		37		0		0		0		0		0								2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		37		0		0		0		0		0								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		27		0		0		0		0		0								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		9		0		0		0		0		0								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		17		0		0		0		0		0								2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		38		0		0		0		0		0								2013年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		38		0		0		0		0		0								2011年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		28		0		0		0		0		0								2009年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		10		0		0		0		0		0								2007年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		18		0		0		0		0		0								2005年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																								高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【保護者】時系列 ホゴシャジケイレツ

																								集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				0

																								グラフタイトル→				奨学金制度の認知状況

																								回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体		／		各単一回答

																								回答対象「全体」のときは→になります カイトウタイショウゼンタイ				大学・短大進学希望者： ダイガクタンダイシンガクキボウシャ

		10pt																		【保護者】時系列　奨学金制度の認知状況（大学・短大進学希望者：全体／各単一回答）

		10.5																								（％）		好ましい
・計				好ましくない
・計				無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		無回答				好ましい
・計		好ましくない
・計		加重
平均値

		40.5																										とても
好ましい
社会だ		まあまあ
好ましい
社会だ		あまり
好ましい
社会ではない		非常に
好ましくない
社会だ				好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																										●凡例

																						2013年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2003年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																																																																																																																																																				0

																																																																																																																																																				0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



時系列_大短進学

		





×時系列_もと

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		5				6		7		8

																												好ましい
・計				好ましくない
・計

																												とても
好ましい
社会だ		まあまあ
好ましい
社会だ		あまり
好ましい
社会ではない		非常に
好ましくない
社会だ		無回答		好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値																																																																																																無回答				好ましい
・計		好ましくない
・計		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0

				6		0		0		0		0										2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2013		7		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		7		0		0		0		0		0								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		7		0		0		0		0		0								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		7		0		0		0		0		0								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		7		0		0		0		0		0								2005年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2003		7		0		0		0		0		0								2003年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		34		0		0		0		0		0								2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		34		0		0		0		0		0								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		26		0		0		0		0		0								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		8		0		0		0		0		0								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		16		0		0		0		0		0								2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		37		0		0		0		0		0								2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		37		0		0		0		0		0								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		27		0		0		0		0		0								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		9		0		0		0		0		0								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		17		0		0		0		0		0								2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		38		0		0		0		0		0								2013年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		38		0		0		0		0		0								2011年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		28		0		0		0		0		0								2009年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		10		0		0		0		0		0								2007年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		18		0		0		0		0		0								2005年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																								高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【高校生】時系列 コウコウセイジケイレツ

																								集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				0

																								グラフタイトル→				奨学金制度の認知状況

																								回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		単一回答 タンイツカイトウ

		10pt																		【高校生】時系列　奨学金制度の認知状況（全体／単一回答）

		10.5																								（％）		好ましい
・計				好ましくない
・計				無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		無回答				好ましい
・計		好ましくない
・計		加重
平均値

		40.5																										とても
好ましい
社会だ		まあまあ
好ましい
社会だ		あまり
好ましい
社会ではない		非常に
好ましくない
社会だ				好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																										●凡例

																						2013年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2003年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																																																																																																																																																				0

																																																																																																																																																				0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



×時系列_もと

		





2017

		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55

												Q11A~F. 奨学金制度に関して知っている事柄<全ベース>

		7088		保護者 ホゴシャ		%				#0051				Q11A~F. 奨学金制度に関して知っている事柄<全ベース>

		7089		保護者 ホゴシャ		%						調査数		知っていた		知らなかった		無回答

		7090		保護者 ホゴシャ		%				Ａ．奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		1722		77.1		20.6		2.4

		7091		保護者 ホゴシャ		%				Ｂ．もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		1722		43.7		53.5		2.8

		7092		保護者 ホゴシャ		%				Ｃ．『日本学生支援機構』の奨学金制度に、「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと		1722		31.9		65.1		3

		7093		保護者 ホゴシャ		%				Ｄ．『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		1722		51.2		45.9		2.9

		7094		保護者 ホゴシャ		%				Ｅ．『日本学生支援機構』には、高校３年の時に申し込む「予約採用」があること		1722		39		58.2		2.7

		7095		保護者 ホゴシャ		%				Ｆ．『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		1722		59.7		37.6		2.7



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



2015

		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55

												Q9A~G.奨学金制度に関して知っている事柄＜全ベース＞

		5552		2015保護者		%				#0043				Q9A~G.奨学金制度に関して知っている事柄＜全ベース＞

		5553		2015保護者		%						調査数		知っていた		知らなかった		無回答

		5554		2015保護者		%				Ａ．奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		1584		73.4		24.3		2.3

		5555		2015保護者		%				Ｂ．もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度である		1584		43.3		53.9		2.8

		5556		2015保護者		%				Ｃ．『日本学生支援機構』の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		1584		54.4		42.4		3.2

		5557		2015保護者		%				Ｄ．「無利子貸与」は、評定3.5以上でなければ申し込めないこと		1584		37.6		59.1		3.3

		5558		2015保護者		%				Ｅ．日本学生支援機構には、高校3年の時に申し込む「予約奨学金（貸与型）」があること		1584		35.5		61.1		3.4

		5559		2015保護者		%				Ｆ．「予約奨学金」は、高校3年の「4～6月頃」「9～10月頃」「11～12月頃」と、年3回募集があること		1584		15		81.9		3.1

		5560		2015保護者		%				Ｇ．『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		1584		54.2		42.9		2.9





2013

		





2011

		





2009

		





2007

		





2005

		





2003

		








属性別

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		5				7		8		8

																												知っていた		知らなかった		無回答								思う・計		思わない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		まったくそう思わない（×１）								加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ

				3		0		0		0		0		0						2017年 ネン		全体 ゼンタイ				Q18A~F. 奨学金制度に関して知っている事柄<全ベース>

				6		12773		2017高校生		%		0								2017年 ネン		全体 ゼンタイ				調査数		知っていた		知らなかった		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2017		7		12774		2017高校生		%				Ａ．奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること								Ａ．奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること				1987		54.2		44.3		1.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		12		12779		2017高校生		%				Ｆ．『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること								Ｆ．『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること				1987		35.0		63.5		1.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		10		12777		2017高校生		%				Ｄ．『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること								Ｄ．『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること				1987		23.3		75.1		1.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		9		12776		2017高校生		%				Ｃ．『日本学生支援機構』の奨学金制度に、「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと								Ｃ．『日本学生支援機構』の奨学金制度に、「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと				1987		17.4		81.0		1.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		8		12775		2017高校生		%				Ｂ．もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること								Ｂ．もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること				1987		16.7		81.8		1.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		11		12778		2017高校生		%				Ｅ．『日本学生支援機構』には、高校３年の時に申し込む「予約採用」があること								Ｅ．『日本学生支援機構』には、高校３年の時に申し込む「予約採用」があること				1987		15.0		83.6		1.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

																																																																																																																																														―		―		0

																				高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【高校生】2017年 コウコウセイネン

																				集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Q18A~F. 奨学金制度に関して知っている事柄<全ベース>

																				グラフタイトル→				奨学金制度の認知状況 ショウガクキンセイドニンチジョウキョウ

																				回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		各単一回答 カクタンイツカイトウ

		10pt																【高校生】2017年　奨学金制度の認知状況（全体／各単一回答）

		10.5																								（％）		0						0						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		まったくそう思わない（×１）				0		0		加重
平均値

		40.5																						（％）				知っていた		知らなかった		無回答		0		0		0		思う・計		思わない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.5																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																				(n= ???1987 )						●凡例

																		0		奨学金には、「給付型（返還不要）」と
「貸与型（一定期間内に返還）」があること						(n= ???1987 )																																																																																																																				―		―		―

																		0		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や
大学独自の奨学金制度などもあること						(n= ???1987 )																																																																																																																				―		―		―

																		0		『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、
「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること						(n= ???1987 )																																																																																																																				―		―		―

																		0		『日本学生支援機構』の奨学金制度に、
「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと						(n= ???1987 )																																																																																																																				―		―		―

																				もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、
『日本学生支援機構』の奨学金制度であること						(n= ???1987 )																																																																																																																				―		―		―

																		0		『日本学生支援機構』には、
高校３年の時に申し込む「予約採用」があること						(n= ???1987 )																																																																																																																				―		―		―

																										※TOP2BOXの降順ソート コウジュン		※「知っていた」降順ソート シコウジュン																																																																																																																								0

																																																																																																																																																				0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



属性別

		





×時系列_全体

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		5				6		7		8

																												好ましい
・計				好ましくない
・計

																												とても
好ましい
社会だ		まあまあ
好ましい
社会だ		あまり
好ましい
社会ではない		非常に
好ましくない
社会だ		無回答		好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値																																																																																																無回答				好ましい
・計		好ましくない
・計		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0

				6		0		0		0		0										2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2013		7		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		7		0		0		0		0		0								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		7		0		0		0		0		0								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		7		0		0		0		0		0								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		7		0		0		0		0		0								2005年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2003		7		0		0		0		0		0								2003年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		34		0		0		0		0		0								2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		34		0		0		0		0		0								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		26		0		0		0		0		0								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		8		0		0		0		0		0								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		16		0		0		0		0		0								2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		37		0		0		0		0		0								2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		37		0		0		0		0		0								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		27		0		0		0		0		0								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		9		0		0		0		0		0								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		17		0		0		0		0		0								2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		38		0		0		0		0		0								2013年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		38		0		0		0		0		0								2011年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		28		0		0		0		0		0								2009年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		10		0		0		0		0		0								2007年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		18		0		0		0		0		0								2005年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																								高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【高校生】時系列 コウコウセイジケイレツ

																								集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				0

																								グラフタイトル→				奨学金制度の認知状況

																								回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体		／		各単一回答

		10pt																		【高校生】時系列　奨学金制度の認知状況（全体／各単一回答）

		10.5																								（％）		好ましい
・計				好ましくない
・計				無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		無回答				好ましい
・計		好ましくない
・計		加重
平均値

		40.5																										とても
好ましい
社会だ		まあまあ
好ましい
社会だ		あまり
好ましい
社会ではない		非常に
好ましくない
社会だ				好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																										●凡例

																						2013年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2003年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																																																																																																																																																				0

																																																																																																																																																				0





×時系列_全体

		





×時系列_大短進学

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		5				6		7		8

																												好ましい
・計				好ましくない
・計

																												とても
好ましい
社会だ		まあまあ
好ましい
社会だ		あまり
好ましい
社会ではない		非常に
好ましくない
社会だ		無回答		好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値																																																																																																無回答				好ましい
・計		好ましくない
・計		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0

				6		0		0		0		0										2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2013		7		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		7		0		0		0		0		0								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		7		0		0		0		0		0								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		7		0		0		0		0		0								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		7		0		0		0		0		0								2005年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2003		7		0		0		0		0		0								2003年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		34		0		0		0		0		0								2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		34		0		0		0		0		0								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		26		0		0		0		0		0								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		8		0		0		0		0		0								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		16		0		0		0		0		0								2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		37		0		0		0		0		0								2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		37		0		0		0		0		0								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		27		0		0		0		0		0								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		9		0		0		0		0		0								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		17		0		0		0		0		0								2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		38		0		0		0		0		0								2013年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		38		0		0		0		0		0								2011年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		28		0		0		0		0		0								2009年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		10		0		0		0		0		0								2007年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		18		0		0		0		0		0								2005年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																								高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【高校生】時系列 コウコウセイジケイレツ

																								集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				0

																								グラフタイトル→				奨学金制度の認知状況

																								回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体		／		各単一回答

																								回答対象「全体」のときは→になります カイトウタイショウゼンタイ				大学・短大進学希望者： ダイガクタンダイシンガクキボウシャ

		10pt																		【高校生】時系列　奨学金制度の認知状況（大学・短大進学希望者：全体／各単一回答）

		10.5																								（％）		好ましい
・計				好ましくない
・計				無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		無回答				好ましい
・計		好ましくない
・計		加重
平均値

		40.5																										とても
好ましい
社会だ		まあまあ
好ましい
社会だ		あまり
好ましい
社会ではない		非常に
好ましくない
社会だ				好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																										●凡例

																						2013年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2003年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																																																																																																																																																				0

																																																																																																																																																				0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



×時系列_大短進学

		





×時系列_もと

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		5				6		7		8

																												好ましい
・計				好ましくない
・計

																												とても
好ましい
社会だ		まあまあ
好ましい
社会だ		あまり
好ましい
社会ではない		非常に
好ましくない
社会だ		無回答		好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値																																																																																																無回答				好ましい
・計		好ましくない
・計		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0

				6		0		0		0		0										2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2013		7		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		7		0		0		0		0		0								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		7		0		0		0		0		0								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		7		0		0		0		0		0								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		7		0		0		0		0		0								2005年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2003		7		0		0		0		0		0								2003年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		34		0		0		0		0		0								2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		34		0		0		0		0		0								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		26		0		0		0		0		0								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		8		0		0		0		0		0								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		16		0		0		0		0		0								2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		37		0		0		0		0		0								2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		37		0		0		0		0		0								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		27		0		0		0		0		0								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		9		0		0		0		0		0								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		17		0		0		0		0		0								2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		38		0		0		0		0		0								2013年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		38		0		0		0		0		0								2011年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		28		0		0		0		0		0								2009年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		10		0		0		0		0		0								2007年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		18		0		0		0		0		0								2005年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																								高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【高校生】時系列 コウコウセイジケイレツ

																								集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				0

																								グラフタイトル→				奨学金制度の認知状況

																								回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		単一回答 タンイツカイトウ

		10pt																		【高校生】時系列　奨学金制度の認知状況（全体／単一回答）

		10.5																								（％）		好ましい
・計				好ましくない
・計				無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		無回答				好ましい
・計		好ましくない
・計		加重
平均値

		40.5																										とても
好ましい
社会だ		まあまあ
好ましい
社会だ		あまり
好ましい
社会ではない		非常に
好ましくない
社会だ				好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																										●凡例

																						2013年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2003年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																																																																																																																																																				0

																																																																																																																																																				0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



×時系列_もと

		





2017

		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55

												Q18A~F. 奨学金制度に関して知っている事柄<全ベース>

		12772		2017高校生 コウコウセイ		%				#0068				Q18A~F. 奨学金制度に関して知っている事柄<全ベース>

		12773		2017高校生 コウコウセイ		%						調査数		知っていた		知らなかった		無回答

		12774		2017高校生 コウコウセイ		%				Ａ．奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		1987		54.2		44.3		1.5

		12775		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｂ．もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		1987		16.7		81.8		1.5

		12776		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｃ．『日本学生支援機構』の奨学金制度に、「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと		1987		17.4		81		1.6

		12777		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｄ．『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		1987		23.3		75.1		1.6

		12778		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｅ．『日本学生支援機構』には、高校３年の時に申し込む「予約採用」があること		1987		15		83.6		1.4

		12779		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｆ．『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		1987		35		63.5		1.5



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



2015

		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55

												Q17A~G.奨学金制度に関して知っている事柄＜全ベース＞

		9439		2015高校生 コウコウセイ		%				#0060				Q17A~G.奨学金制度に関して知っている事柄＜全ベース＞

		9440		2015高校生 コウコウセイ		%						調査数		知っていた		知らなかった		無回答

		9441		2015高校生 コウコウセイ		%				Ａ．奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		1887		50.7		46.9		2.4

		9442		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｂ．もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		1887		15.5		82		2.5

		9443		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｃ．『日本学生支援機構』の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		1887		27.9		69.5		2.6

		9444		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｄ．「無利子貸与」は、評定3.5以上でなければ申し込めないこと		1887		27.5		70.1		2.4

		9445		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｅ．日本学生支援機構には、高校3年の時に申し込む「予約奨学金（貸与型）」があること		1887		14.4		83.1		2.5

		9446		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｆ．「予約奨学金」は、高校3年の「4～6月頃」「9～10月頃」「11～12月頃」と、年3回募集があること		1887		11.4		86		2.6

		9447		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｇ．『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		1887		27.2		70.2		2.6
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影響あり・計 901 83.7 65.9 57.8 47.7 42.7 35.1

影響なし・計 132 80.3 64.4 48.5 43.2 34.1 31.8

どちらともいえない 156 75.6 57.1 42.3 41.7 32.1 26.9

※ 「影響あり・計」降順ソート 100.0 各項目で最も高い

100.0 各項目で２～３番目に高い

2017年
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【保護者】2017年　家庭の経済事情の進路決定への影響（進学希望者(※1)／単一回答）
（％） 影響がある・計 影響がない・計

非常に影響があ

る

ある程度影響が

ある

どちらともいえな

い

あまり影響がな

い

まったく影響がな

い
無回答

●凡例

2017年 全体 (n= 1192 ) 75.6 11.1

父親 (n= 155 ) 72.3 16.1

母親 (n= 1014 ) 76.1 10.4

影響が

ある・計

影響が

ない・計

続柄別

29.8

23.2

30.6

45.8

49.0

45.6

13.1

11.0

13.3

9.0

12.9

8.4

2.1

3.2

2.0

0.3

0.6

0.2

■経済事情が進路に「影響がある」と回答した保護者は76％。
・続柄別にみると、母親の方が父親より高いスコアであった。

・経済事情別に、奨学金制度の認知状況をみると「影響がある」と回答した保護者の方が、
奨学金制度についての認知度が高い。

【保護者】家庭の経済事情の進路影響について

4

【保護者】家庭の経済事情の進路決定への影響と奨学金制度の認知状況（進学希望者(※1)、かつ各項目を「知っていた」と回答した者のみ）

※1 進学希望者 ; 大学進学/短大進学/専門学校進学希望者計
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														グローバル化設問のみ→ カセツモン		0		0						0		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		0		0				0				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0

																0		0				0				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		0		0		0		0				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		0		0						0		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		0		0						0		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		0		0				0				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		0		0				0		0		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		0		0				0		0		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		0		0				0				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		0		0		0		0				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		0		0						0		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		0		0						0		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		0		0				0				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		0		0				0		0		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		0		0				0		0		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		0		0				0				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

																										※		「影響あり・計」降順ソート エイキョウケイコウジュン				100.0		各項目で最も高い カクコウモクモットタカ

																																100.0		各項目で２～３番目に高い カクコウモクバンメタカ

																																																																																																																																										0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



リリース用加工

		



影響あり・計

影響なし・計



属性別

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		6		4		2		5		3		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		51				6		6		6		0

																												Ａ		Ｆ		Ｄ		Ｂ		Ｅ		Ｃ

																										調査数		奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		『日本学生支援機構』には、高校３年の時に申し込む「予約採用」があること		『日本学生支援機構』の奨学金制度に、「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと		平均回答数		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		無回答								平均回答数 ヘイキンカイトウスウ		調査数 チョウサスウ

				3						0		0		0								全体 ゼンタイ				Q11A~G. 奨学金制度に関して知っている事柄：「知っている」一覧<全ベース>																																																																																																												全体 ゼンタイ

		2017		6		7980		保護者		%		0										全体 ゼンタイ				調査数		奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		『日本学生支援機構』には、高校３年の時に申し込む「予約採用」があること		『日本学生支援機構』の奨学金制度に、「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		調査数				全体 ゼンタイ

		2017		6		7980		保護者		%		0										調査数		調査数		調査数		奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		『日本学生支援機構』には、高校３年の時に申し込む「予約採用」があること		『日本学生支援機構』の奨学金制度に、「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		調査数		調査数		調査数

		2017		6		7980		保護者		%		0										調査数		調査数		調査数		奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		『日本学生支援機構』には、高校３年の時に申し込む「予約採用」があること		『日本学生支援機構』の奨学金制度に、「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		調査数		調査数		調査数

		2017		6		7980		保護者		%		0										調査数		調査数		調査数		奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		『日本学生支援機構』には、高校３年の時に申し込む「予約採用」があること		『日本学生支援機構』の奨学金制度に、「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		調査数		調査数		調査数

		2017		7		7981		保護者		%				全体		●				2017年 ネン		全体 ゼンタイ				1722		77.1		59.7		51.2		43.7		39.0		31.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				59.7		59.7		59.7		1722.0				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2017		9		7983		保護者		%		《続柄別》		父親		●				続柄別 ゾクガラベツ		父親 チチオヤ				220		79.1		56.4		51.4		43.2		30.5		34.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				56.4		56.4		56.4		220.0				父親 チチオヤ		続柄別 ゾクガラベツ

		2017		10		7984		保護者		%				母親		●						母親 ハハオヤ				1449		77.3		60.3		51.4		43.8		40.4		31.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.3		60.3		60.3		1449.0				母親 ハハオヤ

		2017		11		7985		保護者		%				その他		×						その他				13		69.2		53.8		53.8		38.5		38.5		53.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				53.8		53.8		53.8		13.0				その他

		2017		13		7987		保護者		%		《子どもの性別》		男子		●				子ども
性別 コセイベツ		男子 ダンシ				891		77.2		60.0		51.1		42.1		38.9		30.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.0		60.0		60.0		891.0				男子 ダンシ		子ども
性別 コセイベツ

		2017		14		7988		保護者		%				女子		●						女子 ジョシ				787		77.8		59.5		52.0		45.6		39.5		33.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				59.5		59.5		59.5		787.0				女子 ジョシ

		2017		16		7990		保護者		%		《続柄×子どもの性別》		父親×男子		●				続柄×
子ども
性別 ゾクガラコセイベツ		父親×男子				139		79.9		56.8		51.8		43.2		30.9		35.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				56.8		56.8		56.8		139.0				父親×男子		続柄×
子ども
性別 ゾクガラコセイベツ

		2017		17		7991		保護者		%				父親×女子		●						父親×女子				80		78.8		56.3		51.3		43.8		30.0		33.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				56.3		56.3		56.3		80.0				父親×女子

		2017		18		7992		保護者		%				母親×男子		●						母親×男子				742		76.8		60.8		50.9		42.0		40.6		29.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.8		60.8		60.8		742.0				母親×男子

		2017		19		7993		保護者		%				母親×女子		●						母親×女子				703		77.7		59.7		51.9		45.7		40.4		32.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				59.7		59.7		59.7		703.0				母親×女子

		2017		20		7994		保護者		%				その他×男子		×						その他×男子				10		70.0		50.0		50.0		30.0		30.0		50.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				50.0		50.0		50.0		10.0				その他×男子

		2017		21		7995		保護者		%				その他×女子		×						その他×女子				3		66.7		66.7		66.7		66.7		66.7		66.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				66.7		66.7		66.7		3.0				その他×女子

		2017		23		7997		保護者		%		《所属学科別》		普通科		●				学科別 ガッカベツ		普通科				1304		79.4		63.0		53.3		45.0		40.5		33.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				63.0		63.0		63.0		1304.0				普通科		学科別 ガッカベツ

		2017		24		7998		保護者		%				専門学科		●						専門学科				350		68.6		48.3		43.7		40.6		33.7		28.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				48.3		48.3		48.3		350.0				専門学科

		2017		25		7999		保護者		%				総合学科		●						総合学科				68		75.0		55.9		50.0		33.8		38.2		26.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				55.9		55.9		55.9		68.0				総合学科

		2017		26		8000		保護者		%		総合学科		《都道府県別》		×				都道府県
別 トドウフケンベツ		北海道				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				北海道		都道府県
別 トドウフケンベツ

		2017		27		8001		保護者		%				北海道		×						青森県				205		81.5		66.3		57.6		53.7		47.3		42.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				66.3		66.3		66.3		205.0				青森県

		2017		28		8002		保護者		%				岩手県・福島県		×						茨城県				170		84.1		57.6		51.8		45.3		35.3		34.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				57.6		57.6		57.6		170.0				茨城県

		2017		29		8003		保護者		%				岩手県		×						東京都				77		90.9		66.2		53.2		50.6		37.7		32.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				66.2		66.2		66.2		77.0				東京都

		2017		30		8004		保護者		%				福島県		×						新潟県				93		78.5		50.5		50.5		40.9		33.3		35.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				50.5		50.5		50.5		93.0				新潟県

		2017		31		8005		保護者		%				群馬県		×						愛知県				207		71.0		56.0		44.0		39.6		39.1		32.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				56.0		56.0		56.0		207.0				愛知県

		2017		32		8006		保護者		%				東京都		×						大阪府				162		79.0		66.0		49.4		45.1		34.6		31.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				66.0		66.0		66.0		162.0				大阪府

		2017		33		8007		保護者		%				長野県		×						鳥取県				143		78.3		58.0		58.0		46.9		41.3		32.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				58.0		58.0		58.0		143.0				鳥取県

		2017		34		8008		保護者		%				岐阜県		×						佐賀県				224		80.8		62.5		53.1		47.8		39.7		29.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				62.5		62.5		62.5		224.0				佐賀県

		2017		41		8015		保護者		%		《高校タイプ別》		大短進学率95％以上		●				大短
進学率別 オオタンシンガクリツベツ		95%以上 イジョウ				378		88.6		71.4		55.6		50.0		41.0		32.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				71.4		71.4		71.4		378.0				95%以上 イジョウ		大短
進学率
別 オオタンシンガクリツベツ

		2017		42		8016		保護者		%				大短進学率70～95％未満		●						70～95%未満 ミマン				640		78.0		61.1		52.0		42.2		39.8		32.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				61.1		61.1		61.1		640.0				70～95%未満 ミマン

		2017		43		8017		保護者		%				大短進学率40～70％未満		●						40～70%未満 ミマン				204		74.0		58.8		53.4		43.6		40.7		37.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				58.8		58.8		58.8		204.0				40～70%未満 ミマン

		2017		44		8018		保護者		%				大短進学率40％未満		●						40%未満 ミマン				500		68.4		49.4		46.0		40.8		35.8		29.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				49.4		49.4		49.4		500.0				40%未満 ミマン

		2017		45		8019		保護者		%				大短進学率70％以上上記該当校・計		×						70%以上・計 イジョウケイ				1018		81.9		64.9		53.3		45.1		40.3		32.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				64.9		64.9		64.9		1018.0				70%以上・計 イジョウケイ

		2017		46		8020		保護者		%				大短進学率70％未満上記該当校・計		×						70%未満・計 ミマンケイ				704		70.0		52.1		48.2		41.6		37.2		31.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				52.1		52.1		52.1		704.0				70%未満・計 ミマンケイ

		2017		47		8021		保護者		%		大短進学率70％未満上記該当校・計		《希望進路別》		×				希望進路
別 キボウシンロベツ		進学希望・計 シンガクキボウケイ				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				進学希望・計 シンガクキボウケイ		希望進路
別 キボウシンロベツ

		2017		49		8023		保護者		%				大学・短大進学		●						大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク				1063		83.1		65.7		55.2		47.0		40.8		34.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				65.7		65.7		65.7		1063.0				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク

		2017		50		8024		保護者		%				大学進学		●								大学進学 ダイガクシンガク		1021		83.3		65.8		54.9		47.1		40.9		33.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				65.8		65.8		65.8		1021.0		大学進学 ダイガクシンガク

		2017		51		8025		保護者		%				短大進学		●								短大進学 タンダイシンガク		35		77.1		60.0		62.9		48.6		37.1		40.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.0		60.0		60.0		35.0		短大進学 タンダイシンガク

		2017		52		8026		保護者		%				専門職大学		●								専門職大学進学 センモンショクダイガクシンガク		7		85.7		71.4		57.1		28.6		42.9		28.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				71.4		71.4		71.4		7.0		短大進学 タンダイシンガク

		2017		53		8027		保護者		%				専門学校		●						専門学校進学 センモンガッコウシンガク				129		75.2		55.8		50.4		41.1		36.4		30.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				55.8		55.8		55.8		129.0				専門学校進学 センモンガッコウシンガク

		2017		54		8028		保護者		%				就職		●						就職 シュウショク				178		60.1		43.8		41.6		35.4		33.1		25.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.8		43.8		43.8		178.0				就職 シュウショク

		2017		55		8029		保護者		%				海外の大学等への進学		×						留学 リュウガク				1		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				100.0		100.0		100.0		1.0				留学 リュウガク

		2017		56		8030		保護者		%				その他		×						その他 ホカ				5		40.0		40.0		20.0		―		―		40.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				40.0		40.0		40.0		5.0				その他 ホカ

		2017		57		8031		保護者		%				何でもよい		×						何でもよい ナン				318		71.7		53.1		47.8		41.5		39.6		29.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				53.1		53.1		53.1		318.0				何でもよい ナン

		2017		58		8032		保護者		%				無回答		×						無回答 ムカイトウ				28		32.1		28.6		7.1		10.7		17.9		17.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				28.6		28.6		28.6		28.0				無回答 ムカイトウ

		2017		60		8034		保護者		%		《進路について話す頻度別》		話す・計		●				進路対話
頻度別 シンロタイワヒンドベツ		話す･計 ハナケイ				1526		78.5		61.2		52.4		45.0		40.3		32.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				61.2		61.2		61.2		1526.0				話す･計 ハナケイ		進路対話
頻度別 シンロタイワヒンドベツ

		2017		61		8035		保護者		%				よく話をする		●								よく話をする ハナ		398		82.2		65.3		54.5		47.0		44.7		36.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				65.3		65.3		65.3		398.0		よく話をする ハナ

		2017		62		8036		保護者		%				時々話をする		●								時々話をする トキドキハナシ		1128		77.2		59.8		51.7		44.2		38.7		30.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				59.8		59.8		59.8		1128.0		たまに話をする ハナシ

		2017		63		8037		保護者		%				話さない・計		●						話さない･計 ハナシケイ				193		65.8		47.7		41.5		33.2		29.0		27.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				47.7		47.7		47.7		193.0				話さない･計 ハナシケイ

		2017		64		8038		保護者		%				あまり話さない		●								あまり話さない ハナ		178		66.3		48.3		41.6		34.3		30.3		27.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				48.3		48.3		48.3		178.0		あまり話さない ハナ

		2017		65		8039		保護者		%				まったく話さない		●								まったく話さない ハナ		15		60.0		40.0		40.0		20.0		13.3		26.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				40.0		40.0		40.0		15.0		まったく話さない ハナ

		2017		66		8040		保護者		%		まったく話さない		《希望進路や、進路に対する考えの認知別》		×				希望進路
に関する
認知別 キボウシンロカンニンチベツ		知っている･計 シケイ				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				知っている･計 シケイ		希望進路
に関する
認知別 キボウシンロカンニンチベツ

		2017		67		8041		保護者		%				知っている・計		×								よく知っている シ		1560		78.7		61.5		52.5		45.2		40.1		32.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				61.5		61.5		61.5		1560.0		よく知っている シ

		2017		68		8042		保護者		%				よく知っている		×								少し知っている スコシ		739		82.3		63.3		51.2		46.4		40.9		35.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				63.3		63.3		63.3		739.0		少し知っている スコシ

		2017		69		8043		保護者		%				少し知っている		×						知らない･計 シケイ				821		75.4		59.8		53.7		44.1		39.5		30.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				59.8		59.8		59.8		821.0				知らない･計 シケイ

		2017		70		8044		保護者		%				知らない・計		×								あまり知らない シ		159		61.6		42.1		38.4		28.3		28.3		22.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				42.1		42.1		42.1		159.0		あまり知らない シ

		2017		71		8045		保護者		%				あまり知らない		×								まったく知らない シ		143		62.9		43.4		41.3		28.7		30.1		23.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.4		43.4		43.4		143.0		まったく知らない シ

		2017		72		8046		保護者		%		あまり知らない		まったく知らない		×				進路の
悩み不安
に関する
認知別 シンロナヤフアンカンニンチベツ		知っている･計 シケイ				16		50.0		31.3		12.5		25.0		12.5		12.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				31.3		31.3		31.3		16.0				知っている･計 シケイ		進路の
悩み不安
に関する
認知別 シンロナヤフアンカンニンチベツ

		2017		73		8047		保護者		%				《進路に関する悩みや不安の認知》		×								よく知っている シ		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		よく知っている シ

		2017		74		8048		保護者		%				知っている・計		×								少し知っている スコシ		1193		79.2		61.7		52.6		46.9		41.3		34.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				61.7		61.7		61.7		1193.0		少し知っている スコシ

		2017		75		8049		保護者		%				よく知っている		×						知らない･計 シケイ				392		79.8		63.0		53.1		46.9		42.3		39.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				63.0		63.0		63.0		392.0				知らない･計 シケイ

		2017		76		8050		保護者		%				少し知っている		×								あまり知らない シ		801		78.9		61.0		52.4		46.9		40.8		31.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				61.0		61.0		61.0		801.0		あまり知らない シ

		2017		77		8051		保護者		%				知らない・計		×								まったく知らない シ		520		72.1		55.0		48.1		36.2		33.7		26.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				55.0		55.0		55.0		520.0		まったく知らない シ

		2017		78		8052		保護者		%		知らない・計		あまり知らない		×				進路の
悩み不安
に関する
アドバイス
状況別 シンロナヤフアンカンジョウキョウベツ		している･計 ケイ				472		73.7		57.4		49.8		37.9		35.2		28.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				57.4		57.4		57.4		472.0				している･計 ケイ		進路の
悩み不安
に関する
アドバイス
状況別 シンロナヤフアンカンジョウキョウベツ

		2017		79		8053		保護者		%				まったく知らない		×								よくしている		48		56.3		31.3		31.3		18.8		18.8		14.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				31.3		31.3		31.3		48.0		よくしている

		2017		80		8054		保護者		%				《進路の悩みや不安のアドバイス別》		×								少ししている スコ		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		少ししている スコ

		2017		81		8055		保護者		%				している・計		×						していない･計 ケイ				1353		79.0		61.6		52.6		46.1		41.4		33.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				61.6		61.6		61.6		1353.0				していない･計 ケイ

		2017		82		8056		保護者		%				よくしている		×								あまりしていない		391		82.6		64.5		54.5		50.1		43.2		38.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				64.5		64.5		64.5		391.0		あまりしていない

		2017		83		8057		保護者		%				少ししている		×								まったくしていない		962		77.5		60.4		51.9		44.5		40.6		31.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.4		60.4		60.4		962.0		まったくしていない

		2017		84		8058		保護者		%		少ししている		していない・計		×				アドバイス
難しさ別 ムズカベツ		難しい･計 ムズカケイ				360		69.4		52.2		45.8		34.4		30.0		26.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				52.2		52.2		52.2		360.0				難しい･計 ムズカケイ		アドバイス
難しさ別 ムズカベツ

		2017		85		8059		保護者		%				あまりしていない		×								非常に難しい ヒジョウムズカ		316		70.3		54.1		48.1		36.4		31.6		28.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				54.1		54.1		54.1		316.0		非常に難しい ヒジョウムズカ

		2017		86		8060		保護者		%				まったくしていない		×								やや難しい ムズカ		44		63.6		38.6		29.5		20.5		18.2		11.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				38.6		38.6		38.6		44.0		やや難しい ムズカ

		2017		87		8061		保護者		%				《アドバイスの難しさ別》		×						難しくない ムズカ				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				難しくない ムズカ

		2017		88		8062		保護者		%				難しい・計		×						その他 ホカ				1230		78.3		60.7		52.8		45.0		40.0		32.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.7		60.7		60.7		1230.0				その他 ホカ

		2017		89		8063		保護者		%		難しい・計		非常に難しい		×				働くことの
気がかり別		気がかりあり キ				337		74.8		57.0		50.7		40.7		38.6		30.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				57.0		57.0		57.0		337.0				気がかりあり キ		働くことの
気がかり別

		2017		90		8064		保護者		%				やや難しい		×						気がかりなし キ				893		79.6		62.0		53.5		46.6		40.5		32.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				62.0		62.0		62.0		893.0				気がかりなし キ

		2017		91		8065		保護者		%				難しいとは感じていない		×						考えたことがない カンガ				478		74.5		56.9		47.5		40.6		36.6		31.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				56.9		56.9		56.9		478.0				考えたことがない カンガ

		2017		92		8066		保護者		%		難しいとは感じていない		その他		×				未来社会
展望別 ミライシャカイテンボウベツ		好ましい･計 コノケイ				4		75.0		75.0		50.0		50.0		75.0		50.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				75.0		75.0		75.0		4.0				好ましい･計 コノケイ		未来社会
展望別 ミライシャカイテンボウベツ

		2017		93		8067		保護者		%				《働くことについての気がかり別》		×								とても好ましい コノ		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		とても好ましい コノ

		2017		94		8068		保護者		%				ある		×								まあまあ好ましい コノ		1100		78.1		61.5		51.9		43.5		39.1		31.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				61.5		61.5		61.5		1100.0		まあまあ好ましい コノ

		2017		95		8069		保護者		%				ない		×						好ましくない･計 コノケイ				463		77.5		58.7		50.8		45.8		41.3		33.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				58.7		58.7		58.7		463.0				好ましくない･計 コノケイ

		2017		96		8070		保護者		%				子どもが働くことについて考えたことがない		×								あまり好ましくない コノ		38		63.2		52.6		47.4		42.1		26.3		28.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				52.6		52.6		52.6		38.0		あまり好ましくない コノ

		2017		97		8071		保護者		%				《未来社会の好ましさ別》		×								非常に好ましくない ヒジョウコノ		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		非常に好ましくない ヒジョウコノ

		2017		105		8079		保護者		%		《仕事内容、楽しさについて話す状況別》		話す・計		▲				仕事内容、
楽しさ
について
話す状況
別 ハナジョウキョウ		話す･計 ハナケイ				1071		77.9		59.9		51.8		42.6		38.5		31.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				59.9		59.9		59.9		1071.0				話す･計 ハナケイ		仕事内容、
楽しさ
について
話す状況
別 ハナジョウキョウ

		2017		106		8080		保護者		%				よく話す		▲								よく話す ハナ		335		79.1		60.3		53.4		45.4		42.4		34.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.3		60.3		60.3		335.0		よく話す ハナ

		2017		107		8081		保護者		%				時々話す		▲								時々話す トキドキハナ		736		77.3		59.6		51.1		41.3		36.7		29.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				59.6		59.6		59.6		736.0		時々話す トキドキハナ

		2017		108		8082		保護者		%				話さない・計		▲						話さない･計 ハナシケイ				608		76.6		60.2		50.3		45.6		40.1		33.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.2		60.2		60.2		608.0				話さない･計 ハナシケイ

		2017		109		8083		保護者		%				ほとんど話さない		▲								ほとんど話さない ハナ		568		77.1		60.6		49.8		46.0		40.0		34.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.6		60.6		60.6		568.0		ほとんど話さない ハナ

		2017		110		8084		保護者		%				まったく話さない		▲								まったく話さない ハナ		40		70.0		55.0		57.5		40.0		42.5		25.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				55.0		55.0		55.0		40.0		まったく話さない ハナ

		2017		111		8085		保護者		%		まったく話さない		《子どもの将来へのグローバル化の影響》		△				将来へのクローバル化影響 ショウライカエイキョウ		ある				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				ある		将来へのクローバル化影響 ショウライカエイキョウ

		2017		112		8086		保護者		%				ある		△						ない				824		84.8		67.7		57.3		46.8		42.6		35.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				67.7		67.7		67.7		824.0				ない

		2017		113		8087		保護者		%				ない		△						わからない				73		69.9		46.6		49.3		38.4		35.6		34.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				46.6		46.6		46.6		73.0				わからない

		2017		114		8088		保護者		%		ない		わからない		△				留学意向 リュウガクイコウ		留学させたい・計				754		70.3		52.8		45.2		40.1		35.5		27.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				52.8		52.8		52.8		754.0				留学させたい・計		留学意向 リュウガクイコウ

		2017		115		8089		保護者		%				《子どもを留学させたいか》		△								留学させたい		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		留学させたい

		2017		116		8090		保護者		%				留学させたい・計		△								できればさせたい		416		85.8		69.0		54.1		48.1		41.3		34.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				69.0		69.0		69.0		416.0		できればさせたい

		2017		117		8091		保護者		%				留学させたい		△						させたいと思わない・計				116		87.1		67.2		57.8		56.0		48.3		37.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				67.2		67.2		67.2		116.0				させたいと思わない・計

		2017		118		8092		保護者		%				できれば留学させたい		△								あまり思わない		300		85.3		69.7		52.7		45.0		38.7		33.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				69.7		69.7		69.7		300.0		あまり思わない

		2017		119		8093		保護者		%				留学させたいと思わない・計		△								させたいと思わない		619		71.4		52.2		48.6		40.2		38.1		30.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				52.2		52.2		52.2		619.0		させたいと思わない

		2017		120		8094		保護者		%				あまり留学させたいと思わない		△						どちらでもよい				291		76.3		56.7		52.2		41.2		40.5		33.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				56.7		56.7		56.7		291.0				どちらでもよい

		2017		121		8095		保護者		%		あまり留学させたいと思わない		留学させたいと思わない		△				グローバル社会に通用する人材　意向別 シャカイツウヨウジンザイイコウベツ		なってほしい・計				328		67.1		48.2		45.4		39.3		36.0		28.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				48.2		48.2		48.2		328.0				なってほしい・計		グローバル社会に通用する人材　意向別 シャカイツウヨウジンザイイコウベツ

		2017		122		8096		保護者		%				どちらでもよい		△								ぜひなってほしい		619		78.4		61.9		52.7		43.9		38.6		31.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				61.9		61.9		61.9		619.0		ぜひなってほしい

		2017		123		8097		保護者		%				《グローバル社会に通用する人材について》		△								できればなってほしい		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		できればなってほしい

		2017		124		8098		保護者		%				なってほしい・計		△						思わない・計				729		85.0		67.8		56.9		49.1		42.8		34.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				67.8		67.8		67.8		729.0				思わない・計

		2017		125		8099		保護者		%				ぜひなってほしい		×								あまり思わない		218		87.6		68.8		55.5		49.1		43.6		34.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				68.8		68.8		68.8		218.0		あまり思わない

		2017		126		8100		保護者		%				できればなってほしい		×								なってほしいと思わない		511		84.0		67.3		57.5		49.1		42.5		34.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				67.3		67.3		67.3		511.0		なってほしいと思わない

		2017		127		8101		保護者		%				なってほしいと思わない・計		△						どちらでもよい				81		63.0		53.1		49.4		38.3		38.3		34.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				53.1		53.1		53.1		81.0				どちらでもよい

		2017		136		8110		保護者		%		《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜全ベース＞》		利用したい・計		×				貸与型の奨学金制度の利用意向別＜全ベース＞		利用してほしい・計 リヨウケイ				704		80.7		63.8		64.5		56.1		51.1		38.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				63.8		63.8		63.8		704.0

		2017		137		8111		保護者		%				ぜひ利用した		×								ぜひ利用してほしい		237		80.6		68.8		73.0		63.7		61.6		42.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				68.8		68.8		68.8		237.0

		2017		138		8112		保護者		%				できれば利用したい		×								できれば利用してほしい		467		80.7		61.2		60.2		52.2		45.8		35.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				61.2		61.2		61.2		467.0

		2017		139		8113		保護者		%				利用したくない・計		×						利用してほしくない・計		利用してほしくない・計		533		88.9		70.2		53.5		45.2		40.5		36.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				70.2		70.2		70.2		533.0

		2017		140		8114		保護者		%				あまり利用したくない		×								あまり利用してほしくない		406		88.2		70.7		55.4		45.8		41.1		37.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				70.7		70.7		70.7		406.0

		2017		141		8115		保護者		%				まったく利用したくない		×								まったく利用してほしくない		127		91.3		68.5		47.2		43.3		38.6		32.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				68.5		68.5		68.5		127.0

		2017		142		8116		保護者		%				わからない		×						わからない				407		62.4		44.7		30.5		25.1		19.4		20.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				44.7		44.7		44.7		407.0

		2017		144		8118		保護者		%		《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜進学希望者ベース＞》		利用したい・計		×				貸与型の奨学金制度の利用意向別＜進学希望者ベース＞ シンガクキボウシャ		利用してほしい・計 リヨウケイ				500		84.6		66.2		67.2		56.8		51.6		38.2

		2017		145		8119		保護者		%				ぜひ利用した		×								ぜひ利用してほしい		171		85.4		73.1		75.4		64.9		63.7		42.1

		2017		146		8120		保護者		%				できれば利用したい		×								できれば利用してほしい		329		84.2		62.6		62.9		52.6		45.3		36.2

		2017		147		8121		保護者		%				利用したくない・計		×						利用してほしくない・計		利用してほしくない・計		423		90.3		72.8		55.1		48.5		40.9		37.1

		2017		148		8122		保護者		%				あまり利用したくない		×								あまり利用してほしくない		317		89.0		72.9		58.4		49.5		42.3		38.8

		2017		149		8123		保護者		%				まったく利用したくない		×								まったく利用してほしくない		106		94.3		72.6		45.3		45.3		36.8		32.1

		2017		150		8124		保護者		%				わからない		×						わからない				249		65.5		49.8		30.9		24.1		18.5		20.5

																				高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【保護者】2017年 ホゴシャネン

																				集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Q11A~G. 奨学金制度に関して知っている事柄：「知っている」一覧<全ベース>

																				グラフタイトル→				奨学金制度の認知状況 ショウガクキンセイドニンチジョウキョウ

																				回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		「知っていた」 シ

		10pt																【保護者】2017年　奨学金制度の認知状況（全体／「知っていた」）

																								（％）																																																																																																										（％）		（％）

		10.5																								（％）		Ａ		Ｄ		Ｃ		Ｆ		Ｂ		Ｅ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		平均回答数

		115																								調査数		奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		『日本学生支援機構』には、高校３年の時に申し込む「予約採用」があること		『日本学生支援機構』の奨学金制度に、「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと		平均回答数		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		無回答										調査数

																●		0		2017年		全体				???1722		77.1		59.7		51.2		43.7		39.0		31.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				59.7		59.7		59.70		???1722				全体		2017年

																●		0		続柄別		父親				???220		79.1		56.4		51.4		43.2		30.5		34.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				56.4		56.4		56.40		???220				父親		続柄別

																●		0				母親				???1449		77.3		60.3		51.4		43.8		40.4		31.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.3		60.3		60.30		???1449				母親

																×		0				その他				???13		69.2		53.8		53.8		38.5		38.5		53.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				53.8		53.8		53.80		???13				その他

																●		0		子ども
性別		男子				???891		77.2		60.0		51.1		42.1		38.9		30.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.0		60.0		60.00		???891				男子		子ども
性別

																●		0				女子				???787		77.8		59.5		52.0		45.6		39.5		33.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				59.5		59.5		59.50		???787				女子

																●		0		続柄×
子ども
性別		父親×男子				???139		79.9		56.8		51.8		43.2		30.9		35.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				56.8		56.8		56.80		???139				父親×男子		続柄×
子ども
性別

																●		0				父親×女子				???80		78.8		56.3		51.3		43.8		30.0		33.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				56.3		56.3		56.30		???80				父親×女子

																●		0				母親×男子				???742		76.8		60.8		50.9		42.0		40.6		29.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.8		60.8		60.80		???742				母親×男子

																●		0				母親×女子				???703		77.7		59.7		51.9		45.7		40.4		32.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				59.7		59.7		59.70		???703				母親×女子

																×		0				その他×男子				???10		70.0		50.0		50.0		30.0		30.0		50.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				50.0		50.0		50.00		???10				その他×男子

																×		0				その他×女子				???3		66.7		66.7		66.7		66.7		66.7		66.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				66.7		66.7		66.70		???3				その他×女子

																●		0		学科別		普通科				???1304		79.4		63.0		53.3		45.0		40.5		33.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				63.0		63.0		63.00		???1304				普通科		学科別

																●		0				専門学科				???350		68.6		48.3		43.7		40.6		33.7		28.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				48.3		48.3		48.30		???350				専門学科

																●		0				総合学科				???68		75.0		55.9		50.0		33.8		38.2		26.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				55.9		55.9		55.90		???68				総合学科

																×		0		都道府県
別		北海道				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				北海道		都道府県
別

																×		0				青森県				???205		81.5		66.3		57.6		53.7		47.3		42.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				66.3		66.3		66.30		???205				青森県

																×		0				茨城県				???170		84.1		57.6		51.8		45.3		35.3		34.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				57.6		57.6		57.60		???170				茨城県

																×		0				東京都				???77		90.9		66.2		53.2		50.6		37.7		32.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				66.2		66.2		66.20		???77				東京都

																×		0				新潟県				???93		78.5		50.5		50.5		40.9		33.3		35.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				50.5		50.5		50.50		???93				新潟県

																×		0				愛知県				???207		71.0		56.0		44.0		39.6		39.1		32.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				56.0		56.0		56.00		???207				愛知県

																×		0				大阪府				???162		79.0		66.0		49.4		45.1		34.6		31.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				66.0		66.0		66.00		???162				大阪府

																×		0				鳥取県				???143		78.3		58.0		58.0		46.9		41.3		32.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				58.0		58.0		58.00		???143				鳥取県

																×		0				佐賀県				???224		80.8		62.5		53.1		47.8		39.7		29.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				62.5		62.5		62.50		???224				佐賀県

																●				大短
進学率別		95%以上				???378		88.6		71.4		55.6		50.0		41.0		32.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				71.4		71.4		71.40		???378				95%以上		大短
進学率
別

																●		0				70～95%未満				???640		78.0		61.1		52.0		42.2		39.8		32.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				61.1		61.1		61.10		???640				70～95%未満

																●		0				40～70%未満				???204		74.0		58.8		53.4		43.6		40.7		37.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				58.8		58.8		58.80		???204				40～70%未満

																●		0				40%未満				???500		68.4		49.4		46.0		40.8		35.8		29.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				49.4		49.4		49.40		???500				40%未満

																×		0				70%以上・計				???1018		81.9		64.9		53.3		45.1		40.3		32.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				64.9		64.9		64.90		???1018				70%以上・計

																×		0				70%未満・計				???704		70.0		52.1		48.2		41.6		37.2		31.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				52.1		52.1		52.10		???704				70%未満・計

																×		0				進学希望・計				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				進学希望・計		希望進路
別

																●		0		希望進路
別		大学短大進学				???1063		83.1		65.7		55.2		47.0		40.8		34.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				65.7		65.7		65.70		???1063				大学短大進学

																●		0						大学進学		???1021		83.3		65.8		54.9		47.1		40.9		33.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				65.8		65.8		65.80		???1021		大学進学

																●		0						短大進学		???35		77.1		60.0		62.9		48.6		37.1		40.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.0		60.0		60.00		???35		短大進学

																●		0						専門職大学進学		???7		85.7		71.4		57.1		28.6		42.9		28.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				71.4		71.4		71.40		???7		短大進学

																●		0				専門学校進学				???129		75.2		55.8		50.4		41.1		36.4		30.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				55.8		55.8		55.80		???129				専門学校進学

																●		0				就職				???178		60.1		43.8		41.6		35.4		33.1		25.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.8		43.8		43.80		???178				就職

																×		0				留学				???1		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		100.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				100.0		100.0		100.00		???1				留学

																×		0				その他				???5		40.0		40.0		20.0		―		―		40.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				40.0		40.0		40.00		???5				その他

																×		0				何でもよい				???318		71.7		53.1		47.8		41.5		39.6		29.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				53.1		53.1		53.10		???318				何でもよい

																×		0				無回答				???28		32.1		28.6		7.1		10.7		17.9		17.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				28.6		28.6		28.60		???28				無回答

																●		0		進路対話
頻度別		話す･計				???1526		78.5		61.2		52.4		45.0		40.3		32.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				61.2		61.2		61.20		???1526				話す･計		進路対話
頻度別

																●		0						よく話をする		???398		82.2		65.3		54.5		47.0		44.7		36.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				65.3		65.3		65.30		???398		よく話をする

																●		0						時々話をする		???1128		77.2		59.8		51.7		44.2		38.7		30.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				59.8		59.8		59.80		???1128		たまに話をする

																●		0				話さない･計				???193		65.8		47.7		41.5		33.2		29.0		27.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				47.7		47.7		47.70		???193				話さない･計

																●		0						あまり話さない		???178		66.3		48.3		41.6		34.3		30.3		27.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				48.3		48.3		48.30		???178		あまり話さない

																●		0						まったく話さない		???15		60.0		40.0		40.0		20.0		13.3		26.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				40.0		40.0		40.00		???15		まったく話さない

																×		0		希望進路
に関する
認知別		知っている･計				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				知っている･計		希望進路
に関する
認知別

																×		0						よく知っている		???1560		78.7		61.5		52.5		45.2		40.1		32.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				61.5		61.5		61.50		???1560		よく知っている

																×		0						少し知っている		???739		82.3		63.3		51.2		46.4		40.9		35.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				63.3		63.3		63.30		???739		少し知っている

																×		0				知らない･計				???821		75.4		59.8		53.7		44.1		39.5		30.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				59.8		59.8		59.80		???821				知らない･計

																×		0						あまり知らない		???159		61.6		42.1		38.4		28.3		28.3		22.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				42.1		42.1		42.10		???159		あまり知らない

																×		0						まったく知らない		???143		62.9		43.4		41.3		28.7		30.1		23.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.4		43.4		43.40		???143		まったく知らない

																×		0		進路の
悩み不安
に関する
認知別		知っている･計				???16		50.0		31.3		12.5		25.0		12.5		12.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				31.3		31.3		31.30		???16				知っている･計		進路の
悩み不安
に関する
認知別

																×		0						よく知っている		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		よく知っている

																×		0						少し知っている		???1193		79.2		61.7		52.6		46.9		41.3		34.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				61.7		61.7		61.70		???1193		少し知っている

																×		0				知らない･計				???392		79.8		63.0		53.1		46.9		42.3		39.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				63.0		63.0		63.00		???392				知らない･計

																×		0						あまり知らない		???801		78.9		61.0		52.4		46.9		40.8		31.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				61.0		61.0		61.00		???801		あまり知らない

																×		0						まったく知らない		???520		72.1		55.0		48.1		36.2		33.7		26.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				55.0		55.0		55.00		???520		まったく知らない

																×		0		進路の
悩み不安
に関する
アドバイス
状況別		している･計				???472		73.7		57.4		49.8		37.9		35.2		28.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				57.4		57.4		57.40		???472				している･計		進路の
悩み不安
に関する
アドバイス
状況別

																×		0						よくしている		???48		56.3		31.3		31.3		18.8		18.8		14.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				31.3		31.3		31.30		???48		よくしている

																×		0						少ししている		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		少ししている

																×		0				していない･計				???1353		79.0		61.6		52.6		46.1		41.4		33.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				61.6		61.6		61.60		???1353				していない･計

																×		0						あまりしていない		???391		82.6		64.5		54.5		50.1		43.2		38.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				64.5		64.5		64.50		???391		あまりしていない

																×		0						まったくしていない		???962		77.5		60.4		51.9		44.5		40.6		31.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.4		60.4		60.40		???962		まったくしていない

																×		0		アドバイス
難しさ別		難しい･計				???360		69.4		52.2		45.8		34.4		30.0		26.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				52.2		52.2		52.20		???360				難しい･計		アドバイス
難しさ別

																×		0						非常に難しい		???316		70.3		54.1		48.1		36.4		31.6		28.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				54.1		54.1		54.10		???316		非常に難しい

																×		0						やや難しい		???44		63.6		38.6		29.5		20.5		18.2		11.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				38.6		38.6		38.60		???44		やや難しい

																×		0				難しくない				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				難しくない

																×		0				その他				???1230		78.3		60.7		52.8		45.0		40.0		32.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.7		60.7		60.70		???1230				その他

																×		0		働くことの
気がかり別		気がかりあり				???337		74.8		57.0		50.7		40.7		38.6		30.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				57.0		57.0		57.00		???337				気がかりあり		働くことの
気がかり別

																×		0				気がかりなし				???893		79.6		62.0		53.5		46.6		40.5		32.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				62.0		62.0		62.00		???893				気がかりなし

																×		0				考えたことがない				???478		74.5		56.9		47.5		40.6		36.6		31.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				56.9		56.9		56.90		???478				考えたことがない

																×		0		未来社会
展望別		好ましい･計				???4		75.0		75.0		50.0		50.0		75.0		50.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				75.0		75.0		75.00		???4				好ましい･計		未来社会
展望別

																×		0						とても好ましい		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		とても好ましい

																×		0						まあまあ好ましい		???1100		78.1		61.5		51.9		43.5		39.1		31.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				61.5		61.5		61.50		???1100		まあまあ好ましい

																×		0				好ましくない･計				???463		77.5		58.7		50.8		45.8		41.3		33.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				58.7		58.7		58.70		???463				好ましくない･計

																×		0						あまり好ましくない		???38		63.2		52.6		47.4		42.1		26.3		28.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				52.6		52.6		52.60		???38		あまり好ましくない

																×		0						非常に好ましくない		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		非常に好ましくない

														基本表示でOK→ キホンヒョウジ		▲		0		仕事内容、
楽しさ
について
話す状況
別		話す･計				???1071		77.9		59.9		51.8		42.6		38.5		31.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				59.9		59.9		59.90		???1071				話す･計		仕事内容、
楽しさ
について
話す状況
別

														基本表示でOK→ キホンヒョウジ		▲		0						よく話す		???335		79.1		60.3		53.4		45.4		42.4		34.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.3		60.3		60.30		???335		よく話す

														基本表示でOK→ キホンヒョウジ		▲		0						時々話す		???736		77.3		59.6		51.1		41.3		36.7		29.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				59.6		59.6		59.60		???736		時々話す

														基本表示でOK→ キホンヒョウジ		▲		0				話さない･計				???608		76.6		60.2		50.3		45.6		40.1		33.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.2		60.2		60.20		???608				話さない･計

														基本表示でOK→ キホンヒョウジ		▲		0						ほとんど話さない		???568		77.1		60.6		49.8		46.0		40.0		34.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.6		60.6		60.60		???568		ほとんど話さない

														基本表示でOK→ キホンヒョウジ		▲		0						まったく話さない		???40		70.0		55.0		57.5		40.0		42.5		25.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				55.0		55.0		55.00		???40		まったく話さない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0		将来へのクローバル化影響		ある				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				ある		将来へのクローバル化影響

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0				ない				???824		84.8		67.7		57.3		46.8		42.6		35.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				67.7		67.7		67.70		???824				ない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0				わからない				???73		69.9		46.6		49.3		38.4		35.6		34.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				46.6		46.6		46.60		???73				わからない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0		留学意向		留学させたい・計				???754		70.3		52.8		45.2		40.1		35.5		27.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				52.8		52.8		52.80		???754				留学させたい・計		留学意向

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0						留学させたい		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		留学させたい

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0						できればさせたい		???416		85.8		69.0		54.1		48.1		41.3		34.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				69.0		69.0		69.00		???416		できればさせたい

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0				させたいと思わない・計				???116		87.1		67.2		57.8		56.0		48.3		37.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				67.2		67.2		67.20		???116				させたいと思わない・計

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0						あまり思わない		???300		85.3		69.7		52.7		45.0		38.7		33.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				69.7		69.7		69.70		???300		あまり思わない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0						させたいと思わない		???619		71.4		52.2		48.6		40.2		38.1		30.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				52.2		52.2		52.20		???619		させたいと思わない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0				どちらでもよい				???291		76.3		56.7		52.2		41.2		40.5		33.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				56.7		56.7		56.70		???291				どちらでもよい

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0		グローバル社会に通用する人材　意向別		なってほしい・計				???328		67.1		48.2		45.4		39.3		36.0		28.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				48.2		48.2		48.20		???328				なってほしい・計		グローバル社会に通用する人材　意向別

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0						ぜひなってほしい		???619		78.4		61.9		52.7		43.9		38.6		31.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				61.9		61.9		61.90		???619		ぜひなってほしい

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0						できればなってほしい		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		できればなってほしい

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0				思わない・計				???729		85.0		67.8		56.9		49.1		42.8		34.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				67.8		67.8		67.80		???729				思わない・計

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		×		0						あまり思わない		???218		87.6		68.8		55.5		49.1		43.6		34.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				68.8		68.8		68.80		???218		あまり思わない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		×		0						なってほしいと思わない		???511		84.0		67.3		57.5		49.1		42.5		34.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				67.3		67.3		67.30		???511		なってほしいと思わない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0				どちらでもよい				???81		63.0		53.1		49.4		38.3		38.3		34.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				53.1		53.1		53.10		???81				どちらでもよい

																×		0				0				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		×		0		貸与型の奨学金制度の利用意向別＜全ベース＞		利用してほしい・計				???704		80.7		63.8		64.5		56.1		51.1		38.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				63.8		63.8		63.80		???704				0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		×		0						ぜひ利用してほしい		???237		80.6		68.8		73.0		63.7		61.6		42.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				68.8		68.8		68.80		???237		0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		×		0						できれば利用してほしい		???467		80.7		61.2		60.2		52.2		45.8		35.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				61.2		61.2		61.20		???467		0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		×		0				利用してほしくない・計				???533		88.9		70.2		53.5		45.2		40.5		36.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				70.2		70.2		70.20		???533				0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		×		0				0		あまり利用してほしくない		???406		88.2		70.7		55.4		45.8		41.1		37.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				70.7		70.7		70.70		???406				0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		×		0				0		まったく利用してほしくない		???127		91.3		68.5		47.2		43.3		38.6		32.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				68.5		68.5		68.50		???127		0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		×		0				わからない				???407		62.4		44.7		30.5		25.1		19.4		20.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				44.7		44.7		44.70		???407		0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		×		0		貸与型の奨学金制度の利用意向別＜進学希望者ベース＞		利用してほしい・計				???500		84.6		66.2		67.2		56.8		51.6		38.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		×		0						ぜひ利用してほしい		???171		85.4		73.1		75.4		64.9		63.7		42.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		×		0						できれば利用してほしい		???329		84.2		62.6		62.9		52.6		45.3		36.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		×		0				利用してほしくない・計				???423		90.3		72.8		55.1		48.5		40.9		37.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		×		0				0		あまり利用してほしくない		???317		89.0		72.9		58.4		49.5		42.3		38.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		×		0				0		まったく利用してほしくない		???106		94.3		72.6		45.3		45.3		36.8		32.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

														奨学金関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		0		0				わからない				???249		65.5		49.8		30.9		24.1		18.5		20.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

																										※		「2017年全体」降順ソート ネンゼンタイコウジュン				100.0		「2017年全体」より10ポイント以上高い ネンゼンタイイジョウタカ

																																100.0		「2017年全体」より5ポイント以上高い ネンゼンタイイジョウタカ

																																100.0		「2017年全体」より10ポイント以上低い ネンゼンタイイジョウヒク																																																																																																								0

																																																																																																																																										0



OUT T01
保護者追加集計からコピペ

表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33
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女子



時系列_全体
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																												Ａ		Ｆ		Ｄ		Ｂ		Ｅ		Ｃ

																										調査数		奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		『日本学生支援機構』には、高校３年の時に申し込む「予約採用」があること		『日本学生支援機構』の奨学金制度に、「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと								平均回答数 ヘイキンカイトウスウ		調査数 チョウサスウ

				3		0		0		0		0		0												Q11A~G. 奨学金制度に関して知っている事柄：「知っている」一覧<全ベース>																						Q9A~G.奨学金制度に関して知っている事柄：「知っている」一覧＜全ベース＞

		2017		6		7980		保護者		%		0														調査数		奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		『日本学生支援機構』には、高校３年の時に申し込む「予約採用」があること		『日本学生支援機構』の奨学金制度に、「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと				『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		0		0		調査数

		2015		6		6529		2015保護者		%		0														調査数		奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		日本学生支援機構には、高校3年の時に申し込む「予約奨学金（貸与型）」があること		*				『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		0		0		調査数

		2013		7		10		10		10		10		10				2013年 ネン		全体 ゼンタイ						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		6		10		10		10		10														10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10

		2009		6		10		10		10		10														10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10

		2007		6		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		2005		6		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		2017		7		7981		保護者		%		0		全体				2017年 ネン		全体 ゼンタイ						1722		77.1		59.7		51.2		43.7		39		31.9				59.7		0		0		1722				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2015		7		6530		2015保護者		%		0		全体				2015年 ネン		全体 ゼンタイ						1584		73.4		54.2		54.4		43.3		35.5		*				54.2		0		0		1584				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		7		10		10		10		10		10				2013年 ネン		全体 ゼンタイ						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		7		10		10		10		10		10				2011年 ネン		全体 ゼンタイ						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2011年 ネン

		2009		7		10		10		10		10		10				2009年 ネン		全体 ゼンタイ						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2009年 ネン

		2007		7		0		0		0		0		0				2007年 ネン		全体 ゼンタイ						0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				全体 ゼンタイ		2007年 ネン

		2005		7		0		0		0		0		0				2005年 ネン		全体 ゼンタイ						0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				全体 ゼンタイ		2005年 ネン

		2003		7		0		0		0		0		0				2003年 ネン		全体 ゼンタイ						0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				全体 ゼンタイ		2003年 ネン

		2017		49		8023		保護者		%		0		大学・短大進学				2017年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						1063		83.1		65.7		55.2		47		40.8		34.1				65.7		0		0		1063				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2015		45		6568		2015保護者		%		0		大学・短大進学				2015年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						819		78.8		59.5		60.1		47		39.1		*				59.5		0		0		819				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		45		10		10		10		10		10				2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		45		10		10		10		10		10				2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2011年 ネン

		2009		34		10		10		10		10		10				2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2009年 ネン

		2007		8		0		0		0		0		0				2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2007年 ネン

		2005		27		0		0		0		0		0				2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2005年 ネン

		2017		53		8027		保護者		%		0		専門学校				2017年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						129		75.2		55.8		50.4		41.1		36.4		30.2				55.8		0		0		129				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2015		48		6571		2015保護者		%		0		専門学校進学				2015年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						127		72.4		52		53.5		50.4		36.2		*				52		0		0		127				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		48		10		10		10		10		10				2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		48		10		10		10		10		10				2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2011年 ネン

		2009		35		10		10		10		10		10				2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2009年 ネン

		2007		9		0		0		0		0		0				2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2007年 ネン

		2005		28		0		0		0		0		0				2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2005年 ネン

		2017		54		8028		保護者		%		0		就職				2017年 ネン		就職 シュウショク						178		60.1		43.8		41.6		35.4		33.1		25.8				43.8		0		0		178				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2015		49		6572		2015保護者		%		0		就職				2015年 ネン		就職 シュウショク						225		63.6		37.8		40.9		33.3		27.1		*				37.8		0		0		225				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		49		10		10		10		10		10				2013年 ネン		就職 シュウショク						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		49		10		10		10		10		10				2011年 ネン		就職 シュウショク						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				就職 シュウショク		2011年 ネン

		2009		36		10		10		10		10		10				2009年 ネン		就職 シュウショク						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				就職 シュウショク		2009年 ネン

		2007		10		0		0		0		0		0				2007年 ネン		就職 シュウショク						0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				就職 シュウショク		2007年 ネン

		2005		29		0		0		0		0		0				2005年 ネン		就職 シュウショク						0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				就職 シュウショク		2005年 ネン

																				高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ								【保護者】時系列 ホゴシャジケイレツ

																				集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ								Q11A~G. 奨学金制度に関して知っている事柄：「知っている」一覧<全ベース>

																				グラフタイトル→								奨学金制度の認知状況 ショウガクキンセイドニンチジョウキョウ

																				回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ								全体 ゼンタイ		／		「知っていた」 シ

		10pt														【保護者】時系列　奨学金制度の認知状況（全体／「知っていた」）

														※時系列グラフは３年分 ジケイレツネンブン						（％）																												（％）

		10.5																										Ａ				Ｄ				Ｅ		Ｃ				0		0		平均回答数

		115																								調査数		奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		『日本学生支援機構』には、高校３年の時に申し込む「予約採用」があること		『日本学生支援機構』の奨学金制度に、「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと										調査数

																		2017年		全体						???1722		77.1		59.7		51.2		43.7		39.0		31.9				59.7		―		―		???1722				全体		2017年

																		2015年		全体						???1584		73.4		54.2		54.4		43.3		35.5		*				54.2		―		―		???1584				全体		2015年

																		2013年		全体						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				全体		2013年

																		2011年		全体						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				全体		2011年

																		2009年		全体						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				全体		2009年

																		2007年		全体						???0		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				全体		2007年

																		2005年		全体						???0		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				全体		2005年

																		2003年		全体						???0		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				全体		2003年

																		2015年		大学短大進学						???819		78.8		59.5		60.1		47.0		39.1		*				59.5		―		―		???819				全体		2015年

																		2013年		大学短大進学						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				全体		2013年

																		2011年		大学短大進学						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				大学短大進学		2011年

																		2009年		大学短大進学						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				大学短大進学		2009年

																		2007年		大学短大進学						???0		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				大学短大進学		2007年

																		2005年		大学短大進学						???0		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				大学短大進学		2005年

																		2015年		専門学校進学						???127		72.4		52.0		53.5		50.4		36.2		*				52.0		―		―		???127				全体		2015年

																		2013年		専門学校進学						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				全体		2013年

																		2011年		専門学校進学						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				専門学校進学		2011年

																		2009年		専門学校進学						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				専門学校進学		2009年

																		2007年		専門学校進学						???0		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				専門学校進学		2007年

																		2005年		専門学校進学						???0		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				専門学校進学		2005年

																		2015年		就職						???225		63.6		37.8		40.9		33.3		27.1		*				37.8		―		―		???225				全体		2015年

																		2013年		就職						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				全体		2013年

																		2011年		就職						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				就職		2011年

																		2009年		就職						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				就職		2009年

																		2007年		就職						???0		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				就職		2007年

																		2005年		就職						???0		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				就職		2005年

																										※		｢2017年｣降順ソート ネンコウジュン								100.0		各年で最も高い カクネンモットタカ

																										※		｢*｣は該当カテゴリーなし ガイトウ								100.0		各年で２～５番目に高い カクネンバンメタカ

																																																								0

																																																								0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



時系列_全体

		



2015年 全体

2017年 全体



時系列_大短進学

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		6		4		2		5		3				6		7		8		0

																												Ａ		Ｆ		Ｄ		Ｂ		Ｅ		Ｃ

																										調査数		奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		『日本学生支援機構』には、高校３年の時に申し込む「予約採用」があること		『日本学生支援機構』の奨学金制度に、「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと								平均回答数 ヘイキンカイトウスウ		調査数 チョウサスウ

				3		0		0		0		0		0												Q11A~G. 奨学金制度に関して知っている事柄：「知っている」一覧<全ベース>																						Q9A~G.奨学金制度に関して知っている事柄：「知っている」一覧＜全ベース＞

		2017		6		7980		保護者		%		0														調査数		奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		『日本学生支援機構』には、高校３年の時に申し込む「予約採用」があること		『日本学生支援機構』の奨学金制度に、「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと				『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		0		0		調査数

		2015		6		6529		2015保護者		%		0														調査数		奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		日本学生支援機構には、高校3年の時に申し込む「予約奨学金（貸与型）」があること		*				『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		0		0		調査数

		2013		6		10		10		10		10														10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		6		10		10		10		10														10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10

		2009		6		10		10		10		10														10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10

		2007		6		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		2005		6		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		2017		7		7981		保護者		%		0		全体				2017年 ネン		全体 ゼンタイ						1722		77.1		59.7		51.2		43.7		39		31.9				59.7		0		0		1722				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2015		7		6530		2015保護者		%		0		全体				2015年 ネン		全体 ゼンタイ						1584		73.4		54.2		54.4		43.3		35.5		*				54.2		0		0		1584				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		7		10		10		10		10		10				2013年 ネン		全体 ゼンタイ						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		7		10		10		10		10		10				2011年 ネン		全体 ゼンタイ						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2011年 ネン

		2009		7		10		10		10		10		10				2009年 ネン		全体 ゼンタイ						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2009年 ネン

		2007		7		0		0		0		0		0				2007年 ネン		全体 ゼンタイ						0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				全体 ゼンタイ		2007年 ネン

		2005		7		0		0		0		0		0				2005年 ネン		全体 ゼンタイ						0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				全体 ゼンタイ		2005年 ネン

		2003		7		0		0		0		0		0				2003年 ネン		全体 ゼンタイ						0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				全体 ゼンタイ		2003年 ネン

		2017		49		8023		保護者		%		0		大学・短大進学				2017年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						1063		83.1		65.7		55.2		47		40.8		34.1				65.7		0		0		1063				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2015		45		6568		2015保護者		%		0		大学・短大進学				2015年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						819		78.8		59.5		60.1		47		39.1		*				59.5		0		0		819				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		45		10		10		10		10		10				2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		45		10		10		10		10		10				2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2011年 ネン

		2009		34		10		10		10		10		10				2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2009年 ネン

		2007		8		0		0		0		0		0				2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2007年 ネン

		2005		27		0		0		0		0		0				2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2005年 ネン

		2017		53		8027		保護者		%		0		専門学校				2017年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						129		75.2		55.8		50.4		41.1		36.4		30.2				55.8		0		0		129				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2015		48		6571		2015保護者		%		0		専門学校進学				2015年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						127		72.4		52		53.5		50.4		36.2		*				52		0		0		127				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		48		10		10		10		10		10				2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		48		10		10		10		10		10				2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2011年 ネン

		2009		35		10		10		10		10		10				2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2009年 ネン

		2007		9		0		0		0		0		0				2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2007年 ネン

		2005		28		0		0		0		0		0				2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2005年 ネン

		2017		54		8028		保護者		%		0		就職				2017年 ネン		就職 シュウショク						178		60.1		43.8		41.6		35.4		33.1		25.8				43.8		0		0		178				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2015		49		6572		2015保護者		%		0		就職				2015年 ネン		就職 シュウショク						225		63.6		37.8		40.9		33.3		27.1		*				37.8		0		0		225				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		49		10		10		10		10		10				2013年 ネン		就職 シュウショク						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		49		10		10		10		10		10				2011年 ネン		就職 シュウショク						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				就職 シュウショク		2011年 ネン

		2009		36		10		10		10		10		10				2009年 ネン		就職 シュウショク						10		10		10		10		10		10		10				10		10		10		10				就職 シュウショク		2009年 ネン

		2007		10		0		0		0		0		0				2007年 ネン		就職 シュウショク						0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				就職 シュウショク		2007年 ネン

		2005		29		0		0		0		0		0				2005年 ネン		就職 シュウショク						0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				就職 シュウショク		2005年 ネン

																				高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ								【保護者】時系列 ホゴシャジケイレツ

																				集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ								Q11A~G. 奨学金制度に関して知っている事柄：「知っている」一覧<全ベース>

																				グラフタイトル→								奨学金制度の認知状況 ショウガクキンセイドニンチジョウキョウ

																				回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ								全体 ゼンタイ		／		「知っていた」 シ

																				回答対象「全体」のときは→になります カイトウタイショウゼンタイ								大学・短大進学希望者： ダイガクタンダイシンガクキボウシャ

		10pt														【保護者】時系列　奨学金制度の認知状況（大学・短大進学希望者：全体／「知っていた」）

														※時系列グラフは３年分 ジケイレツネンブン						（％）																												（％）

		10.5																										Ａ				Ｄ				Ｅ		Ｃ				0		0		平均回答数

		115																								調査数		奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		『日本学生支援機構』には、高校３年の時に申し込む「予約採用」があること		『日本学生支援機構』の奨学金制度に、「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと										調査数

																		2015年		全体						???1584		73.4		54.2		54.4		43.3		35.5		*				54.2		―		―		???1584				全体		2015年

																		2013年		全体						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				全体		2013年

																		2011年		全体						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				全体		2011年

																		2009年		全体						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				全体		2009年

																		2007年		全体						???0		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				全体		2007年

																		2005年		全体						???0		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				全体		2005年

																		2003年		全体						???0		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				全体		2003年

																		2017年		大学短大進学						???1063		83.1		65.7		55.2		47.0		40.8		34.1				65.7		―		―		???1063				全体		2017年

																		2015年		大学短大進学						???819		78.8		59.5		60.1		47.0		39.1		*				59.5		―		―		???819				全体		2015年

																		2013年		大学短大進学						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				全体		2013年

																		2011年		大学短大進学						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				大学短大進学		2011年

																		2009年		大学短大進学						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				大学短大進学		2009年

																		2007年		大学短大進学						???0		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				大学短大進学		2007年

																		2005年		大学短大進学						???0		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				大学短大進学		2005年

																		2015年		専門学校進学						???127		72.4		52.0		53.5		50.4		36.2		*				52.0		―		―		???127				全体		2015年

																		2013年		専門学校進学						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				全体		2013年

																		2011年		専門学校進学						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				専門学校進学		2011年

																		2009年		専門学校進学						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				専門学校進学		2009年

																		2007年		専門学校進学						???0		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				専門学校進学		2007年

																		2005年		専門学校進学						???0		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				専門学校進学		2005年

																		2015年		就職						???225		63.6		37.8		40.9		33.3		27.1		*				37.8		―		―		???225				全体		2015年

																		2013年		就職						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				全体		2013年

																		2011年		就職						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				就職		2011年

																		2009年		就職						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				就職		2009年

																		2007年		就職						???0		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				就職		2007年

																		2005年		就職						???0		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				就職		2005年

																										※		｢2017年｣降順ソート ネンコウジュン								100.0		各年で最も高い カクネンモットタカ

																										※		｢*｣は該当カテゴリーなし ガイトウ								100.0		各年で２～５番目に高い カクネンバンメタカ

																																																								0

																																																								0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



時系列_大短進学

		



2015年 大学短大進学

2017年 大学短大進学



×時系列_もと

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		8		11		3		4		5		6		7		10		9		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		13				6		7		8		0

																										調査数		自分が好きな事をしなさい、やりたい事をやりなさい ジブン		自分でよく考えなさい		お金がない、
経済的に厳しい		いい大学に入りなさい		資格取得を
目指しなさい		技術を身につけた
ほうがいい		頑張れ、
あきらめるな、やればできるよ		勉強しなさい		自分で決めなさい		大学ぐらいは
出ておいたほうがいい		お金の心配はするな		その他		無回答		平均回答数		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		無回答								平均回答数 ヘイキンカイトウスウ		調査数 チョウサスウ

				3		0		0		0		0		0												Q9A~G.奨学金制度に関して知っている事柄：「知っている」一覧＜全ベース＞																																																																																																																						Q9A~G.奨学金制度に関して知っている事柄：「知っている」一覧＜全ベース＞

		2015		6		6529		2015保護者		%		0														調査数		奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		0		0		*		『日本学生支援機構』の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		日本学生支援機構には、高校3年の時に申し込む「予約奨学金（貸与型）」があること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること		0		0		調査数

		2013		6		10		10		10		10		10				2013年 ネン		全体 ゼンタイ						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		6		10		10		10		10														10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10				10		10		10		10

		2009		6		10		10		10		10														10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10				10		10		10		10

		2007		6		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		2005		6		0		0		0		0														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0

		2015		7		6530		2015保護者		%		0		全体				2015年 ネン		全体 ゼンタイ						1584		73.4		43.3		0		0		*		54.4		35.5		54.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				54.2		0		0		1584				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		7		10		10		10		10		10				2013年 ネン		全体 ゼンタイ						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		7		10		10		10		10		10				2011年 ネン		全体 ゼンタイ						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2011年 ネン

		2009		7		10		10		10		10		10				2009年 ネン		全体 ゼンタイ						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2009年 ネン

		2007		7		0		0		0		0		0				2007年 ネン		全体 ゼンタイ						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				全体 ゼンタイ		2007年 ネン

		2005		7		0		0		0		0		0				2005年 ネン		全体 ゼンタイ						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				全体 ゼンタイ		2005年 ネン

		2003		7		0		0		0		0		0				2003年 ネン		全体 ゼンタイ						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				全体 ゼンタイ		2003年 ネン

		2015		45		6568		2015保護者		%		0		大学・短大進学				2015年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						819		78.8		47		0		0		*		60.1		39.1		59.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				59.5		0		0		819				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		45		10		10		10		10		10				2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		45		10		10		10		10		10				2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10				10		10		10		10				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2011年 ネン

		2009		34		10		10		10		10		10				2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10				10		10		10		10				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2009年 ネン

		2007		8		0		0		0		0		0				2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2007年 ネン

		2005		27		0		0		0		0		0				2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2005年 ネン

		2015		48		6571		2015保護者		%		0		専門学校進学				2015年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						127		72.4		50.4		0		0		*		53.5		36.2		52		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				52		0		0		127				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		48		10		10		10		10		10				2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		48		10		10		10		10		10				2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10				10		10		10		10				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2011年 ネン

		2009		35		10		10		10		10		10				2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10				10		10		10		10				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2009年 ネン

		2007		9		0		0		0		0		0				2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2007年 ネン

		2005		28		0		0		0		0		0				2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2005年 ネン

		2015		49		6572		2015保護者		%		0		就職				2015年 ネン		就職 シュウショク						225		63.6		33.3		0		0		*		40.9		27.1		37.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				37.8		0		0		225				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		49		10		10		10		10		10				2013年 ネン		就職 シュウショク						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10				10		10		10		10				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		49		10		10		10		10		10				2011年 ネン		就職 シュウショク						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10				10		10		10		10				就職 シュウショク		2011年 ネン

		2009		36		10		10		10		10		10				2009年 ネン		就職 シュウショク						10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10				10		10		10		10				就職 シュウショク		2009年 ネン

		2007		10		0		0		0		0		0				2007年 ネン		就職 シュウショク						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				就職 シュウショク		2007年 ネン

		2005		29		0		0		0		0		0				2005年 ネン		就職 シュウショク						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				就職 シュウショク		2005年 ネン

																				高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ								【保護者】時系列 ホゴシャジケイレツ

																				集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ								Q9A~G.奨学金制度に関して知っている事柄：「知っている」一覧＜全ベース＞

																				グラフタイトル→								子どもと進路の話をするときに使う言葉

																				回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ								全体 ゼンタイ		／		複数回答 フクスウカイトウ

		10pt														【保護者】時系列　子どもと進路の話をするときに使う言葉（全体／複数回答）

														※時系列グラフは３年分 ジケイレツネンブン						（％）																																																																																																																												（％）

		10.5																										0				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		無回答				0		0		平均回答数

		115																								調査数		自分が好きな事をしなさい、やりたい事をやりなさい		自分でよく考えなさい		お金がない、
経済的に厳しい		いい大学に入りなさい		資格取得を
目指しなさい		技術を身につけた
ほうがいい		頑張れ、
あきらめるな、やればできるよ		勉強しなさい		自分で決めなさい		大学ぐらいは
出ておいたほうがいい		お金の心配はするな		その他		無回答		平均回答数		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0												調査数

																		2015年		全体						???1584		73.4		43.3		―		―		*		54.4		35.5		54.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				54.2		―		―		???1584				全体		2015年

																		2013年		全体						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				全体		2013年

																		2011年		全体						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				全体		2011年

																		2009年		全体						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				全体		2009年

																		2007年		全体						???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				全体		2007年

																		2005年		全体						???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				全体		2005年

																		2003年		全体						???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				全体		2003年

																		2015年		大学短大進学						???819		78.8		47.0		―		―		*		60.1		39.1		59.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				59.5		―		―		???819				全体		2015年

																		2013年		大学短大進学						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				全体		2013年

																		2011年		大学短大進学						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				大学短大進学		2011年

																		2009年		大学短大進学						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				大学短大進学		2009年

																		2007年		大学短大進学						???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				大学短大進学		2007年

																		2005年		大学短大進学						???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				大学短大進学		2005年

																		2015年		専門学校進学						???127		72.4		50.4		―		―		*		53.5		36.2		52.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				52.0		―		―		???127				全体		2015年

																		2013年		専門学校進学						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				全体		2013年

																		2011年		専門学校進学						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				専門学校進学		2011年

																		2009年		専門学校進学						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				専門学校進学		2009年

																		2007年		専門学校進学						???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				専門学校進学		2007年

																		2005年		専門学校進学						???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				専門学校進学		2005年

																		2015年		就職						???225		63.6		33.3		―		―		*		40.9		27.1		37.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				37.8		―		―		???225				全体		2015年

																		2013年		就職						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				全体		2013年

																		2011年		就職						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				就職		2011年

																		2009年		就職						???10		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		10.0				10.0		10.0		10.00		???10				就職		2009年

																		2007年		就職						???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				就職		2007年

																		2005年		就職						???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				就職		2005年

																										※		｢2015年｣降順ソート ネンコウジュン								100.0		各年で最も高い カクネンモットタカ

																										※		｢*｣は該当カテゴリーなし ガイトウ								100.0		各年で２～５番目に高い カクネンバンメタカ																																																																																																																		0

																																																																																																																																																								0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



×時系列_もと

		



2011年 全体

2013年 全体

2015年 全体



2017

		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55

												Q11A~G. 奨学金制度に関して知っている事柄：「知っている」一覧<全ベース>

		7979		保護者 ホゴシャ		%				#0058				Q11A~G. 奨学金制度に関して知っている事柄：「知っている」一覧<全ベース>

		7980		保護者 ホゴシャ		%						調査数		奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		『日本学生支援機構』の奨学金制度に、「貸与型」に加えて新たに「給付型」が創設されたこと		『日本学生支援機構』の「貸与型」の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		『日本学生支援機構』には、高校３年の時に申し込む「予約採用」があること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること

		7981		保護者 ホゴシャ		%				全体		1722		77.1		43.7		31.9		51.2		39		59.7

		7982		保護者 ホゴシャ		%				《続柄別》

		7983		保護者 ホゴシャ		%				父親		220		79.1		43.2		34.5		51.4		30.5		56.4

		7984		保護者 ホゴシャ		%				母親		1449		77.3		43.8		31.1		51.4		40.4		60.3

		7985		保護者 ホゴシャ		%				その他		13		69.2		38.5		53.8		53.8		38.5		53.8

		7986		保護者 ホゴシャ		%				《子どもの性別》

		7987		保護者 ホゴシャ		%				男子		891		77.2		42.1		30.6		51.1		38.9		60

		7988		保護者 ホゴシャ		%				女子		787		77.8		45.6		33		52		39.5		59.5

		7989		保護者 ホゴシャ		%				《続柄×子どもの性別》

		7990		保護者 ホゴシャ		%				父親×男子		139		79.9		43.2		35.3		51.8		30.9		56.8

		7991		保護者 ホゴシャ		%				父親×女子		80		78.8		43.8		33.8		51.3		30		56.3

		7992		保護者 ホゴシャ		%				母親×男子		742		76.8		42		29.5		50.9		40.6		60.8

		7993		保護者 ホゴシャ		%				母親×女子		703		77.7		45.7		32.7		51.9		40.4		59.7

		7994		保護者 ホゴシャ		%				その他×男子		10		70		30		50		50		30		50

		7995		保護者 ホゴシャ		%				その他×女子		3		66.7		66.7		66.7		66.7		66.7		66.7

		7996		保護者 ホゴシャ		%				《所属学科別》

		7997		保護者 ホゴシャ		%				普通科		1304		79.4		45		33.3		53.3		40.5		63

		7998		保護者 ホゴシャ		%				専門学科		350		68.6		40.6		28		43.7		33.7		48.3

		7999		保護者 ホゴシャ		%				総合学科		68		75		33.8		26.5		50		38.2		55.9

		8000		保護者 ホゴシャ		%				《都道府県別》

		8001		保護者 ホゴシャ		%				北海道		205		81.5		53.7		42		57.6		47.3		66.3

		8002		保護者 ホゴシャ		%				岩手県・福島県		170		84.1		45.3		34.1		51.8		35.3		57.6

		8003		保護者 ホゴシャ		%				岩手県		77		90.9		50.6		32.5		53.2		37.7		66.2

		8004		保護者 ホゴシャ		%				福島県		93		78.5		40.9		35.5		50.5		33.3		50.5

		8005		保護者 ホゴシャ		%				群馬県		207		71		39.6		32.4		44		39.1		56

		8006		保護者 ホゴシャ		%				東京都		162		79		45.1		31.5		49.4		34.6		66

		8007		保護者 ホゴシャ		%				長野県		143		78.3		46.9		32.9		58		41.3		58

		8008		保護者 ホゴシャ		%				岐阜県		224		80.8		47.8		29.5		53.1		39.7		62.5

		8009		保護者 ホゴシャ		%				大阪府・和歌山県		168		72		39.3		27.4		42.3		35.7		51.2

		8010		保護者 ホゴシャ		%				大阪府		91		63.7		38.5		17.6		33		34.1		35.2

		8011		保護者 ホゴシャ		%				和歌山県		77		81.8		40.3		39		53.2		37.7		70.1

		8012		保護者 ホゴシャ		%				岡山県		207		74.9		35.3		25.1		50.7		38.6		55.1

		8013		保護者 ホゴシャ		%				長崎県		236		73.3		41.1		32.6		53.8		38.1		62.7

		8014		保護者 ホゴシャ		%				《高校タイプ別》

		8015		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率95％以上		378		88.6		50		32		55.6		41		71.4

		8016		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率70～95％未満		640		78		42.2		32.2		52		39.8		61.1

		8017		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率40～70％未満		204		74		43.6		37.3		53.4		40.7		58.8

		8018		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率40％未満		500		68.4		40.8		29.4		46		35.8		49.4

		8019		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率70％以上上記該当校・計		1018		81.9		45.1		32.1		53.3		40.3		64.9

		8020		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率70％未満上記該当校・計		704		70		41.6		31.7		48.2		37.2		52.1

		8021		保護者 ホゴシャ		%				《希望進路別》

		8022		保護者 ホゴシャ		%				進学希望		1192		82.2		46.4		33.6		54.7		40.4		64.6

		8023		保護者 ホゴシャ		%				大学・短大進学		1063		83.1		47		34.1		55.2		40.8		65.7

		8024		保護者 ホゴシャ		%				大学進学		1021		83.3		47.1		33.9		54.9		40.9		65.8

		8025		保護者 ホゴシャ		%				短大進学		35		77.1		48.6		40		62.9		37.1		60

		8026		保護者 ホゴシャ		%				専門職大学		7		85.7		28.6		28.6		57.1		42.9		71.4

		8027		保護者 ホゴシャ		%				専門学校		129		75.2		41.1		30.2		50.4		36.4		55.8

		8028		保護者 ホゴシャ		%				就職		178		60.1		35.4		25.8		41.6		33.1		43.8

		8029		保護者 ホゴシャ		%				海外の大学等への進学		1		100		100		100		100		100		100

		8030		保護者 ホゴシャ		%				その他		5		40		0		40		20		0		40

		8031		保護者 ホゴシャ		%				何でもよい		318		71.7		41.5		29.9		47.8		39.6		53.1

		8032		保護者 ホゴシャ		%				無回答		28		32.1		10.7		17.9		7.1		17.9		28.6

		8033		保護者 ホゴシャ		%				《進路について話す頻度別》

		8034		保護者 ホゴシャ		%				話す・計		1526		78.5		45		32.4		52.4		40.3		61.2

		8035		保護者 ホゴシャ		%				よく話をする		398		82.2		47		36.7		54.5		44.7		65.3

		8036		保護者 ホゴシャ		%				時々話をする		1128		77.2		44.2		30.9		51.7		38.7		59.8

		8037		保護者 ホゴシャ		%				話さない・計		193		65.8		33.2		27.5		41.5		29		47.7

		8038		保護者 ホゴシャ		%				あまり話さない		178		66.3		34.3		27.5		41.6		30.3		48.3

		8039		保護者 ホゴシャ		%				まったく話さない		15		60		20		26.7		40		13.3		40

		8040		保護者 ホゴシャ		%				《希望進路や、進路に対する考えの認知別》

		8041		保護者 ホゴシャ		%				知っている・計		1560		78.7		45.2		32.9		52.5		40.1		61.5

		8042		保護者 ホゴシャ		%				よく知っている		739		82.3		46.4		35		51.2		40.9		63.3

		8043		保護者 ホゴシャ		%				少し知っている		821		75.4		44.1		30.9		53.7		39.5		59.8

		8044		保護者 ホゴシャ		%				知らない・計		159		61.6		28.3		22		38.4		28.3		42.1

		8045		保護者 ホゴシャ		%				あまり知らない		143		62.9		28.7		23.1		41.3		30.1		43.4

		8046		保護者 ホゴシャ		%				まったく知らない		16		50		25		12.5		12.5		12.5		31.3

		8047		保護者 ホゴシャ		%				《進路に関する悩みや不安の認知》

		8048		保護者 ホゴシャ		%				知っている・計		1193		79.2		46.9		34.1		52.6		41.3		61.7

		8049		保護者 ホゴシャ		%				よく知っている		392		79.8		46.9		39		53.1		42.3		63

		8050		保護者 ホゴシャ		%				少し知っている		801		78.9		46.9		31.7		52.4		40.8		61

		8051		保護者 ホゴシャ		%				知らない・計		520		72.1		36.2		26.9		48.1		33.7		55

		8052		保護者 ホゴシャ		%				あまり知らない		472		73.7		37.9		28.2		49.8		35.2		57.4

		8053		保護者 ホゴシャ		%				まったく知らない		48		56.3		18.8		14.6		31.3		18.8		31.3

		8054		保護者 ホゴシャ		%				《進路の悩みや不安のアドバイス別》

		8055		保護者 ホゴシャ		%				している・計		1353		79		46.1		33.3		52.6		41.4		61.6

		8056		保護者 ホゴシャ		%				よくしている		391		82.6		50.1		38.9		54.5		43.2		64.5

		8057		保護者 ホゴシャ		%				少ししている		962		77.5		44.5		31.1		51.9		40.6		60.4

		8058		保護者 ホゴシャ		%				していない・計		360		69.4		34.4		26.4		45.8		30		52.2

		8059		保護者 ホゴシャ		%				あまりしていない		316		70.3		36.4		28.5		48.1		31.6		54.1

		8060		保護者 ホゴシャ		%				まったくしていない		44		63.6		20.5		11.4		29.5		18.2		38.6

		8061		保護者 ホゴシャ		%				《アドバイスの難しさ別》

		8062		保護者 ホゴシャ		%				難しい・計		1230		78.3		45		32		52.8		40		60.7

		8063		保護者 ホゴシャ		%				非常に難しい		337		74.8		40.7		30.3		50.7		38.6		57

		8064		保護者 ホゴシャ		%				やや難しい		893		79.6		46.6		32.7		53.5		40.5		62

		8065		保護者 ホゴシャ		%				難しいとは感じていない		478		74.5		40.6		31.6		47.5		36.6		56.9

		8066		保護者 ホゴシャ		%				その他		4		75		50		50		50		75		75

		8067		保護者 ホゴシャ		%				《働くことについての気がかり別》

		8068		保護者 ホゴシャ		%				ある		1100		78.1		43.5		31.7		51.9		39.1		61.5

		8069		保護者 ホゴシャ		%				ない		463		77.5		45.8		33.9		50.8		41.3		58.7

		8070		保護者 ホゴシャ		%				子どもが働くことについて考えたことがない		38		63.2		42.1		28.9		47.4		26.3		52.6

		8071		保護者 ホゴシャ		%				《未来社会の好ましさ別》

		8072		保護者 ホゴシャ		%				好ましい・計		585		80		47.5		33.3		52.5		43.1		61.4

		8073		保護者 ホゴシャ		%				とても好ましい社会だ		27		81.5		66.7		48.1		59.3		55.6		63

		8074		保護者 ホゴシャ		%				まあまあ好ましい社会だ		558		79.9		46.6		32.6		52.2		42.5		61.3

		8075		保護者 ホゴシャ		%				好ましくない・計		823		77.4		43.5		32.3		51.9		37.9		60.1

		8076		保護者 ホゴシャ		%				あまり好ましい社会ではない		773		77.4		44.2		32.5		52.3		38.2		60.5

		8077		保護者 ホゴシャ		%				非常に好ましくない社会だ		50		78		32		30		46		34		54

		8078		保護者 ホゴシャ		%				《仕事内容、楽しさについて話す状況別》

		8079		保護者 ホゴシャ		%				話す・計		1071		77.9		42.6		31		51.8		38.5		59.9

		8080		保護者 ホゴシャ		%				よく話す		335		79.1		45.4		34.6		53.4		42.4		60.3

		8081		保護者 ホゴシャ		%				時々話す		736		77.3		41.3		29.3		51.1		36.7		59.6

		8082		保護者 ホゴシャ		%				話さない・計		608		76.6		45.6		33.7		50.3		40.1		60.2

		8083		保護者 ホゴシャ		%				ほとんど話さない		568		77.1		46		34.3		49.8		40		60.6

		8084		保護者 ホゴシャ		%				まったく話さない		40		70		40		25		57.5		42.5		55

		8085		保護者 ホゴシャ		%				《子どもの将来へのグローバル化の影響》

		8086		保護者 ホゴシャ		%				ある		824		84.8		46.8		35.8		57.3		42.6		67.7

		8087		保護者 ホゴシャ		%				ない		73		69.9		38.4		34.2		49.3		35.6		46.6

		8088		保護者 ホゴシャ		%				わからない		754		70.3		40.1		27.5		45.2		35.5		52.8

		8089		保護者 ホゴシャ		%				《子どもを留学させたいか》

		8090		保護者 ホゴシャ		%				留学させたい・計		416		85.8		48.1		34.1		54.1		41.3		69

		8091		保護者 ホゴシャ		%				留学させたい		116		87.1		56		37.1		57.8		48.3		67.2

		8092		保護者 ホゴシャ		%				できれば留学させたい		300		85.3		45		33		52.7		38.7		69.7

		8093		保護者 ホゴシャ		%				留学させたいと思わない・計		619		71.4		40.2		30.5		48.6		38.1		52.2

		8094		保護者 ホゴシャ		%				あまり留学させたいと思わない		291		76.3		41.2		33		52.2		40.5		56.7

		8095		保護者 ホゴシャ		%				留学させたいと思わない		328		67.1		39.3		28.4		45.4		36		48.2

		8096		保護者 ホゴシャ		%				どちらでもよい		619		78.4		43.9		31.8		52.7		38.6		61.9

		8097		保護者 ホゴシャ		%				《グローバル社会に通用する人材について》

		8098		保護者 ホゴシャ		%				なってほしい・計		729		85		49.1		34.7		56.9		42.8		67.8

		8099		保護者 ホゴシャ		%				ぜひなってほしい		218		87.6		49.1		34.4		55.5		43.6		68.8

		8100		保護者 ホゴシャ		%				できればなってほしい		511		84		49.1		34.8		57.5		42.5		67.3

		8101		保護者 ホゴシャ		%				なってほしいと思わない・計		81		63		38.3		34.6		49.4		38.3		53.1

		8102		保護者 ホゴシャ		%				あまりなってほしいと思わない		36		63.9		41.7		36.1		52.8		44.4		47.2

		8103		保護者 ホゴシャ		%				なってほしいと思わない		45		62.2		35.6		33.3		46.7		33.3		57.8

		8104		保護者 ホゴシャ		%				どちらでもよい		825		72.7		39.6		29.1		46.9		36.5		54.1

		8105		保護者 ホゴシャ		%				《子どもの将来へのＡＩ発達の影響》

		8106		保護者 ホゴシャ		%				ある		667		85.8		48.7		37.2		56.2		44.5		68.2

		8107		保護者 ホゴシャ		%				ない		65		83.1		49.2		41.5		56.9		40		64.6

		8108		保護者 ホゴシャ		%				わからない		896		71.8		39.8		27.7		47.7		35.3		54

		8109		保護者 ホゴシャ		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜全ベース＞》

		8110		保護者 ホゴシャ		%				利用したい・計		704		80.7		56.1		38.1		64.5		51.1		63.8

		8111		保護者 ホゴシャ		%				ぜひ利用した		237		80.6		63.7		42.6		73		61.6		68.8

		8112		保護者 ホゴシャ		%				できれば利用したい		467		80.7		52.2		35.8		60.2		45.8		61.2

		8113		保護者 ホゴシャ		%				利用したくない・計		533		88.9		45.2		36		53.5		40.5		70.2

		8114		保護者 ホゴシャ		%				あまり利用したくない		406		88.2		45.8		37.2		55.4		41.1		70.7

		8115		保護者 ホゴシャ		%				まったく利用したくない		127		91.3		43.3		32.3		47.2		38.6		68.5

		8116		保護者 ホゴシャ		%				わからない		407		62.4		25.1		20.1		30.5		19.4		44.7

		8117		保護者 ホゴシャ		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜進学希望者ベース＞》

		8118		保護者 ホゴシャ		%				利用したい・計		500		84.6		56.8		38.2		67.2		51.6		66.2

		8119		保護者 ホゴシャ		%				ぜひ利用した		171		85.4		64.9		42.1		75.4		63.7		73.1

		8120		保護者 ホゴシャ		%				できれば利用したい		329		84.2		52.6		36.2		62.9		45.3		62.6

		8121		保護者 ホゴシャ		%				利用したくない・計		423		90.3		48.5		37.1		55.1		40.9		72.8

		8122		保護者 ホゴシャ		%				あまり利用したくない		317		89		49.5		38.8		58.4		42.3		72.9

		8123		保護者 ホゴシャ		%				まったく利用したくない		106		94.3		45.3		32.1		45.3		36.8		72.6

		8124		保護者 ホゴシャ		%				わからない		249		65.5		24.1		20.5		30.9		18.5		49.8
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												Q9A~G.奨学金制度に関して知っている事柄：「知っている」一覧＜全ベース＞

		6528		2015保護者		%				#0051				Q9A~G.奨学金制度に関して知っている事柄：「知っている」一覧＜全ベース＞

		6529		2015保護者		%						調査数		奨学金には、「給付型（返還不要）」と「貸与型（一定期間内に返還）」があること		もっとも多くの大学生や短大生が利用しているのは、『日本学生支援機構』の奨学金制度であること		*		『日本学生支援機構』の奨学金制度には、「無利子貸与」と「有利子貸与」の二種類あること		日本学生支援機構には、高校3年の時に申し込む「予約奨学金（貸与型）」があること		『日本学生支援機構』以外に、各地方自治体や大学独自の奨学金制度などもあること

		6530		2015保護者		%				全体		1584		73.4		43.3		*		54.4		35.5		54.2

		6531		2015保護者		%				《続柄別》								*

		6532		2015保護者		%				父親		174		66.7		44.8		*		44.3		27.6		50.6

		6533		2015保護者		%				母親		1358		73.9		42.9		*		55.7		36.6		54.9

		6534		2015保護者		%				その他		12		83.3		41.7		*		41.7		33.3		41.7

		6535		2015保護者		%				《子どもの性別》								*

		6536		2015保護者		%				男子		765		75		44.8		*		55.3		36.6		54.4

		6537		2015保護者		%				女子		779		71.2		41.3		*		53.4		34.5		54

		6538		2015保護者		%				《続柄×子どもの性別》								*

		6539		2015保護者		%				父親×男子		103		71.8		49.5		*		52.4		30.1		51.5

		6540		2015保護者		%				父親×女子		71		59.2		38		*		32.4		23.9		49.3

		6541		2015保護者		%				母親×男子		658		75.5		44.4		*		55.9		37.8		54.9

		6542		2015保護者		%				母親×女子		699		72.2		41.5		*		55.5		35.3		54.8

		6543		2015保護者		%				その他×男子		4		75		0		*		25		0		50

		6544		2015保護者		%				その他×女子		8		87.5		62.5		*		50		50		37.5

		6545		2015保護者		%				《所属学科別》								*

		6546		2015保護者		%				普通科		1255		75.5		44.8		*		55.9		36.6		56.8

		6547		2015保護者		%				専門学科		329		65		37.7		*		48.3		31.3		44.1

		6548		2015保護者		%				総合学科		0		0		0		*		0		0		0

		6549		2015保護者		%				《都道府県別》								*

		6550		2015保護者		%				北海道		137		83.2		48.2		*		65		44.5		62.8

		6551		2015保護者		%				宮城県		193		75.6		38.9		*		48.7		34.7		54.9

		6552		2015保護者		%				群馬県		213		62		43.2		*		46		34.3		48.8

		6553		2015保護者		%				東京都		119		84		47.1		*		62.2		38.7		57.1

		6554		2015保護者		%				三重県		197		64		42.6		*		52.3		30.5		48.7

		6555		2015保護者		%				福井県		169		69.8		36.7		*		55		26.6		44.4

		6556		2015保護者		%				兵庫県		216		79.2		44.9		*		58.8		37		58.3

		6557		2015保護者		%				広島県		148		76.4		47.3		*		58.8		37.8		58.8

		6558		2015保護者		%				福岡県		192		74		43.8		*		50		38.5		57.3

		6559		2015保護者		%				《高校タイプ別》								*

		6560		2015保護者		%				大短進学率95%以上		198		81.3		43.9		*		62.6		36.9		61.6

		6561		2015保護者		%				大短進学率70～95%未満		618		76.7		46.1		*		58.3		37.5		58.7

		6562		2015保護者		%				大短進学率40～70%未満		279		70.6		44.1		*		55.6		36.9		50.5

		6563		2015保護者		%				大短進学率40%未満		489		67.5		39.1		*		45.4		31.5		47.4

		6564		2015保護者		%				大短進学率70%以上上記該当校・計		816		77.8		45.6		*		59.3		37.4		59.4

		6565		2015保護者		%				大短進学率70%未満上記該当校・計		768		68.6		40.9		*		49.1		33.5		48.6

		6566		2015保護者		%				《希望進路別》								*

		6567		2015保護者		%				進学希望		946		77.9		47.5		*		59.2		38.7		58.5

		6568		2015保護者		%				大学・短大進学		819		78.8		47		*		60.1		39.1		59.5

		6569		2015保護者		%				大学進学		780		79.9		47.2		*		60.4		39.4		59.7

		6570		2015保護者		%				短大進学		39		56.4		43.6		*		53.8		33.3		53.8

		6571		2015保護者		%				専門学校進学		127		72.4		50.4		*		53.5		36.2		52

		6572		2015保護者		%				就職		225		63.6		33.3		*		40.9		27.1		37.8

		6573		2015保護者		%				海外の大学等への進学		1		100		0		*		0		0		100

		6574		2015保護者		%				その他		12		83.3		41.7		*		41.7		25		41.7

		6575		2015保護者		%				何でもよい		377		68.7		39.5		*		51.7		33.2		54.1

		6576		2015保護者		%				無回答		23		52.2		34.8		*		39.1		30.4		43.5

		6577		2015保護者		%				《進路について話す頻度別》								*

		6578		2015保護者		%				話す･計		1382		74.6		45.2		*		55.6		37		55.3

		6579		2015保護者		%				よく話をする		344		76.2		49.7		*		59.3		42.2		60.5

		6580		2015保護者		%				時々話をする		1038		74.1		43.7		*		54.3		35.4		53.6

		6581		2015保護者		%				話さない･計		202		64.9		30.2		*		46		24.8		46.5

		6582		2015保護者		%				あまり話さない		182		64.8		30.2		*		46.2		24.2		46.7

		6583		2015保護者		%				まったく話さない		20		65		30		*		45		30		45

		6584		2015保護者		%				《希望進路や、進路に関する考えの認知別》								*

		6585		2015保護者		%				知っている・計		1439		75.1		44.5		*		55.5		36.6		55.9

		6586		2015保護者		%				よく知っている		629		77.6		49		*		57.9		39.9		59.8

		6587		2015保護者		%				少し知っている		810		73.2		41		*		53.6		34.1		52.8

		6588		2015保護者		%				知らない・計		144		56.3		31.9		*		43.8		24.3		37.5

		6589		2015保護者		%				あまり知らない		128		58.6		32.8		*		43.8		23.4		39.1

		6590		2015保護者		%				まったく知らない		16		37.5		25		*		43.8		31.3		25

		6591		2015保護者		%				《進路に関する悩みや不安の認知》								*

		6592		2015保護者		%				知っている・計		1101		76.7		46.9		*		57.6		39.4		58.1

		6593		2015保護者		%				よく知っている		351		78.1		51.3		*		60.1		41.6		61.8

		6594		2015保護者		%				少し知っている		750		76.1		44.8		*		56.4		38.4		56.4

		6595		2015保護者		%				知らない・計		468		65.2		35.9		*		46.2		26.7		45.3

		6596		2015保護者		%				あまり知らない		423		65.7		36.2		*		46.3		26.5		45.6

		6597		2015保護者		%				まったく知らない		45		60		33.3		*		44.4		28.9		42.2

		6598		2015保護者		%				《進路の悩みや不安のアドバイス別》								*

		6599		2015保護者		%				している･計		1249		75.5		46.2		*		56.3		37.6		56.2

		6600		2015保護者		%				よくしている		360		73.9		51.7		*		58.9		42.5		58.6

		6601		2015保護者		%				少ししている		889		76.2		44		*		55.2		35.7		55.2

		6602		2015保護者		%				していない･計		326		65.3		32.5		*		46.9		28.2		46.6

		6603		2015保護者		%				あまりしていない		285		66.3		33.7		*		48.8		29.5		47.4

		6604		2015保護者		%				まったくしていない		41		58.5		24.4		*		34.1		19.5		41.5

		6605		2015保護者		%				《アドバイスの難しさ別》								*

		6606		2015保護者		%				難しい･計		1121		74		41.4		*		55.1		36		54.9

		6607		2015保護者		%				非常に難しい		321		73.5		38.3		*		51.1		31.8		53.6

		6608		2015保護者		%				やや難しい		800		74.3		42.6		*		56.8		37.8		55.4

		6609		2015保護者		%				難しいとは感じていない		446		72.2		48.2		*		52.9		34.5		53.4

		6610		2015保護者		%				その他		5		80		40		*		40		20		20

		6611		2015保護者		%				《働くことについての気がかり別》								*

		6612		2015保護者		%				ある		1009		73.3		43.4		*		55.4		36.5		54.8

		6613		2015保護者		%				ない		479		72.4		43.8		*		51.6		34.7		54.7

		6614		2015保護者		%				子どもが働くことについて考えたことがない		32		81.3		50		*		62.5		37.5		56.3

		6615		2015保護者		%				《未来社会の好ましさ別》								*

		6616		2015保護者		%				好ましい･計		441		74.4		45.4		*		53.7		36.3		55.6

		6617		2015保護者		%				とても好ましい社会だ		9		66.7		33.3		*		44.4		33.3		55.6

		6618		2015保護者		%				まあまあ好ましい社会だ		432		74.5		45.6		*		53.9		36.3		55.6

		6619		2015保護者		%				好ましくない･計		876		74.3		44.2		*		57		37.1		56.6

		6620		2015保護者		%				あまり好ましい社会ではない		821		74.7		44.3		*		57.5		37.8		57

		6621		2015保護者		%				非常に好ましくない社会だ		55		69.1		41.8		*		49.1		27.3		50.9

		6622		2015保護者		%				《仕事内容、楽しさについて話す状況別》								*

		6623		2015保護者		%				話す･計		1077		74.1		45.6		*		56.4		37		57.3

		6624		2015保護者		%				よく話す		343		72.6		47.8		*		57.1		41.1		59.5

		6625		2015保護者		%				時々話す		734		74.8		44.6		*		56		35		56.3

		6626		2015保護者		%				話さない･計		472		71.8		39		*		50		33.1		48.3

		6627		2015保護者		%				ほとんど話さない		442		71.9		37.8		*		49.5		31.9		48

		6628		2015保護者		%				まったく話さない		30		70		56.7		*		56.7		50		53.3

		6629		2015保護者		%				《子どもの将来へのグローバル化の影響》								*

		6630		2015保護者		%				ある		673		82.8		48.7		*		63.3		42.9		64.6

		6631		2015保護者		%				ない		61		62.3		41		*		49.2		34.4		44.3

		6632		2015保護者		%				わからない		767		66.8		39.8		*		48.5		31		48

		6633		2015保護者		%				《子どもを留学させたいか》								*

		6634		2015保護者		%				留学させたい・計		368		78		45.1		*		59.5		40.8		60.1

		6635		2015保護者		%				留学させたい		102		77.5		43.1		*		57.8		36.3		62.7

		6636		2015保護者		%				できれば留学させたい		266		78.2		45.9		*		60.2		42.5		59

		6637		2015保護者		%				留学させたいと思わない・計		620		69.2		40.3		*		47.4		31.6		47.6

		6638		2015保護者		%				あまり留学させたいと思わない		252		77.4		41.7		*		52.8		35.3		54.4

		6639		2015保護者		%				留学させたいと思わない		368		63.6		39.4		*		43.8		29.1		42.9

		6640		2015保護者		%				どちらでもよい		523		77.1		47.2		*		60.6		37.7		60.2

		6641		2015保護者		%				《グローバル社会に通用する人材について》								*

		6642		2015保護者		%				なってほしい・計		648		78.7		46		*		58.8		39.7		59.3

		6643		2015保護者		%				ぜひなってほしい		164		76.8		46.3		*		61.6		38.4		57.3

		6644		2015保護者		%				できればなってほしい		484		79.3		45.9		*		57.9		40.1		59.9

		6645		2015保護者		%				なってほしいと思わない・計		87		59.8		32.2		*		37.9		26.4		37.9

		6646		2015保護者		%				あまりなってほしいと思わない		53		69.8		43.4		*		47.2		34		47.2

		6647		2015保護者		%				なってほしいと思わない		34		44.1		14.7		*		23.5		14.7		23.5

		6648		2015保護者		%				どちらでもよい		720		71.5		43.5		*		54.2		34.3		53.9

		6649		2015保護者		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜全ベース＞》								*

		6650		2015保護者		%				利用してほしい・計		768		76.4		52.6		*		62.9		45.7		60.3

		6651		2015保護者		%				ぜひ利用してほしい		252		78.6		61.5		*		65.1		51.6		61.1

		6652		2015保護者		%				できれば利用してほしい		516		75.4		48.3		*		61.8		42.8		59.9

		6653		2015保護者		%				利用してほしくない・計		335		80.6		46.6		*		58.8		39.4		65.4

		6654		2015保護者		%				あまり利用してほしくない		262		80.2		45.4		*		57.3		39.3		66

		6655		2015保護者		%				まったく利用してほしくない		73		82.2		50.7		*		64.4		39.7		63

		6656		2015保護者		%				考えたことがないのでわからない		410		65.6		27.3		*		38.3		15.9		38

		6657		2015保護者		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜進学希望者ベース＞》								*

		6658		2015保護者		%				利用してほしい・計		493		78.5		54.6		*		66.5		48.5		62.9

		6659		2015保護者		%				ぜひ利用してほしい		153		82.4		64.1		*		68.6		54.9		64.1

		6660		2015保護者		%				できれば利用してほしい		340		76.8		50.3		*		65.6		45.6		62.4

		6661		2015保護者		%				利用してほしくない・計		228		84.6		50		*		61.8		40.8		68.4

		6662		2015保護者		%				あまり利用してほしくない		177		84.2		49.2		*		60.5		41.2		67.8

		6663		2015保護者		%				まったく利用してほしくない		51		86.3		52.9		*		66.7		39.2		70.6

		6664		2015保護者		%				考えたことがないのでわからない		211		69.7		29.9		*		39.8		14.7		38.9
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リリース用加工（進学者ベース）
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																												影響がある・計						影響がない・計

																												非常に影響がある		ある程度影響がある		どちらともいえない		あまり影響がない		まったく影響がない		無回答				影響がある・計		影響がない・計		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0						2017年 ネン		全体 ゼンタイ				Q12. 家庭の経済事情は子どもの進路決定にどの程度影響があるか <全ベース>

				6		9459		保護者		%		0								2017年 ネン		全体 ゼンタイ				調査数		非常に影響がある		ある程度影響がある		どちらともいえない		あまり影響がない		まったく影響がない		無回答				影響がある・計		影響がない・計		加重平均値

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2017		7		9460		保護者		%		0		全体		●				2017年 ネン		全体 ゼンタイ				1192		29.8		45.8		13.1		9.0		2.1		0.3				75.6		11.1		3.95

		2017		9		9462		保護者		%		《続柄別》		父親		●				続柄別 ゾクガラベツ		父親 チチオヤ				155		23.2		49.0		11.0		12.9		3.2		0.6				72.3		16.1		3.78

		2017		10		9463		保護者		%				母親		●						母親 ハハオヤ				1014		30.6		45.6		13.3		8.4		2.0		0.2				76.1		10.4		3.97

		2017		11		9464		保護者		%				その他		×						その他				13		38.5		23.1		30.8		―		―		7.7				61.5		―		4.08

		2017		13		9466		保護者		%		《子どもの性別》		男子		●																														3.91

		2017		14		9467		保護者		%				女子		●																														3.99

		2017		16		9469		保護者		%		《続柄×子どもの性別》		父親×男子		●																														3.78

		2017		17		9470		保護者		%				父親×女子		●																														3.77

		2017		18		9471		保護者		%				母親×男子		●																														3.93

		2017		19		9472		保護者		%				母親×女子		●																														4.02

		2017		20		9473		保護者		%				その他×男子		×																														4.11

		2017		21		9474		保護者		%				その他×女子		×																														4

		2017		23		9476		保護者		%		《所属学科別》		普通科		●																														3.92

		2017		24		9477		保護者		%				専門学科		●																														4.05

		2017		25		9478		保護者		%				総合学科		●																														3.93

		2017		26		9479		保護者		%		総合学科		《都道府県別》		×																														0

		2017		27		9480		保護者		%				北海道		×																														4.03

		2017		28		9481		保護者		%				岩手県・福島県		×																														3.82

		2017		29		9482		保護者		%				岩手県		×																														3.7

		2017		30		9483		保護者		%				福島県		×																														3.92

		2017		31		9484		保護者		%				群馬県		×																														3.93

		2017		32		9485		保護者		%				東京都		×																														3.7

		2017		33		9486		保護者		%				長野県		×																														4.01

		2017		34		9487		保護者		%				岐阜県		×																														3.91

		2017		41		9494		保護者		%		《高校タイプ別》		大短進学率95％以上		●																														3.8

		2017		42		9495		保護者		%				大短進学率70～95％未満		●																														3.94

		2017		43		9496		保護者		%				大短進学率40～70％未満		●																														4

		2017		44		9497		保護者		%				大短進学率40％未満		●																														4.06

		2017		45		9498		保護者		%				大短進学率70％以上上記該当校・計		×																														3.89

		2017		46		9499		保護者		%				大短進学率70％未満上記該当校・計		×																														4.04

		2017		47		9500		保護者		%		大短進学率70％未満上記該当校・計		《希望進路別》		×																														0

		2017		49		9502		保護者		%		進学希望		大学・短大進学		●																														3.9

		2017		50		9503		保護者		%				大学進学		●																														3.88

		2017		51		9504		保護者		%				短大進学		●																														4.34

		2017		52		9505		保護者		%				専門職大学		●																														4.43

		2017		53		9506		保護者		%				専門学校		●																														4.13

		2017		54		9507		保護者		%				就職		●																														4.1

		2017		55		9508		保護者		%				海外の大学等への進学		×																														4

		2017		56		9509		保護者		%				その他		×																														4.2

		2017		57		9510		保護者		%				何でもよい		×																														3.95

		2017		58		9511		保護者		%				無回答		×																														4.31

		2017		60		9513		保護者		%		《進路について話す頻度別》		話す・計		●																														3.95

		2017		61		9514		保護者		%				よく話をする		●																														3.94

		2017		62		9515		保護者		%				時々話をする		●																														3.95

		2017		63		9516		保護者		%				話さない・計		●																														3.95

		2017		64		9517		保護者		%				あまり話さない		●																														3.97

		2017		65		9518		保護者		%				まったく話さない		●																														3.8

		2017		66		9519		保護者		%		まったく話さない		《希望進路や、進路に対する考えの認知別》		×																														0

		2017		67		9520		保護者		%				知っている・計		×																														3.95

		2017		68		9521		保護者		%				よく知っている		×																														3.92

		2017		69		9522		保護者		%				少し知っている		×																														3.98

		2017		70		9523		保護者		%				知らない・計		×																														3.93

		2017		71		9524		保護者		%				あまり知らない		×																														3.96

		2017		72		9525		保護者		%		あまり知らない		まったく知らない		×																														3.67

		2017		73		9526		保護者		%				《進路に関する悩みや不安の認知》		×																														0

		2017		74		9527		保護者		%				知っている・計		×																														3.93

		2017		75		9528		保護者		%				よく知っている		×																														3.98

		2017		76		9529		保護者		%				少し知っている		×																														3.91

		2017		77		9530		保護者		%				知らない・計		×																														3.98

		2017		78		9531		保護者		%		知らない・計		あまり知らない		×																														3.97

		2017		79		9532		保護者		%				まったく知らない		×																														4.11

		2017		80		9533		保護者		%				《進路の悩みや不安のアドバイス別》		×																														0

		2017		81		9534		保護者		%				している・計		×																														3.94

		2017		82		9535		保護者		%				よくしている		×																														3.97

		2017		83		9536		保護者		%				少ししている		×																														3.92

		2017		84		9537		保護者		%		少ししている		していない・計		×																														4

		2017		85		9538		保護者		%				あまりしていない		×																														4

		2017		86		9539		保護者		%				まったくしていない		×																														4

		2017		87		9540		保護者		%				《アドバイスの難しさ別》		×																														0

		2017		88		9541		保護者		%				難しい・計		×																														3.98

		2017		89		9542		保護者		%		難しい・計		非常に難しい		×																														4.09

		2017		90		9543		保護者		%				やや難しい		×																														3.94

		2017		91		9544		保護者		%				難しいとは感じていない		×																														3.86

		2017		92		9545		保護者		%		難しいとは感じていない		その他		×																														3.67

		2017		93		9546		保護者		%				《働くことについての気がかり別》		×																														0

		2017		94		9547		保護者		%				ある		×																														4

		2017		95		9548		保護者		%				ない		×																														3.82

		2017		96		9549		保護者		%				子どもが働くことについて考えたことがない		×																														3.74

		2017		97		9550		保護者		%				《未来社会の好ましさ別》		×																														0

		2017		105		9558		保護者		%		《仕事内容、楽しさについて話す状況別》		話す・計		▲																														3.94

		2017		106		9559		保護者		%				よく話す		▲																														3.99

		2017		107		9560		保護者		%				時々話す		▲																														3.91

		2017		108		9561		保護者		%				話さない・計		▲																														3.97

		2017		109		9562		保護者		%				ほとんど話さない		▲																														3.95

		2017		110		9563		保護者		%				まったく話さない		▲																														4.28

		2017		107		9560		保護者		%		よく話す		時々話す		△				将来へのクローバル化影響 ショウライカエイキョウ		ある				736		27.3		46.9		14.0		8.4		1.8		1.6				74.2		10.2		3.91

		2017		108		9561		保護者		%				話さない・計		△						ない				608		30.6		43.9		16.3		6.3		1.6		1.3				74.5		7.9		3.97

		2017		109		9562		保護者		%				ほとんど話さない		△						わからない				568		29.2		44.5		16.7		6.5		1.6		1.4				73.8		8.1		3.95

		2017		111		9564		保護者		%		まったく話さない		《子どもの将来へのグローバル化の影響》		△				留学意向 リュウガクイコウ		留学させたい・計				0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		112		9565		保護者		%				ある		△								留学させたい		824		31.3		45.0		11.9		8.9		2.4		0.5				76.3		11.3		3.94

		2017		113		9566		保護者		%				ない		△								できればさせたい		73		31.5		41.1		9.6		5.5		8.2		4.1				72.6		13.7		3.86

		2017		114		9567		保護者		%				わからない		△						させたいと思わない・計				754		29.2		43.2		17.9		6.6		1.1		2.0				72.4		7.7		3.95

		2017		115		9568		保護者		%				《子どもを留学させたいか》		△								あまり思わない		0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		116		9569		保護者		%				留学させたい・計		△								させたいと思わない		416		32.0		42.8		12.7		8.7		3.4		0.5				74.8		12.0		3.92

		2017		117		9570		保護者		%				留学させたい		△						どちらでもよい				116		37.9		37.1		11.2		7.8		5.2		0.9				75.0		12.9		3.96

		2017		119		9572		保護者		%		できれば留学させたい		留学させたいと思わない・計		△				グローバル社会に通用する人材　意向別 シャカイツウヨウジンザイイコウベツ		なってほしい・計				619		35.9		41.8		14.1		4.8		1.3		2.1				77.7		6.1		4.08

		2017		120		9573		保護者		%				あまり留学させたいと思わない		△								ぜひなってほしい		291		35.1		46.0		13.1		3.4		1.0		1.4				81.1		4.5		4.12

		2017		121		9574		保護者		%				留学させたいと思わない		△								できればなってほしい		328		36.6		38.1		14.9		6.1		1.5		2.7				74.7		7.6		4.05

		2017		122		9575		保護者		%				どちらでもよい		△						思わない・計				619		23.7		47.5		16.0		9.9		1.9		1.0				71.2		11.8		3.82

		2017		123		9576		保護者		%				《グローバル社会に通用する人材について》		×								あまり思わない		0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		124		9577		保護者		%				なってほしい・計		×								なってほしいと思わない		729		29.2		46.8		12.6		8.1		2.6		0.7				76.0		10.7		3.93

		2017		125		9578		保護者		%		なってほしい・計		ぜひなってほしい		△						どちらでもよい				218		36.2		41.7		9.2		8.7		4.1		―				78.0		12.8		3.97

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0		0		0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

																				高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【保護者】2017年 ホゴシャネン

																				集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Q12. 家庭の経済事情は子どもの進路決定にどの程度影響があるか <全ベース>

																				グラフタイトル→				家庭の経済事情の進路決定への影響 カテイケイザイジジョウシンロケッテイエイキョウ

																				回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		単一回答

		10pt																【保護者】2017年　家庭の経済事情の進路決定への影響（進学希望者(※1)／単一回答） シンガクキボウシャ

		10.5																								（％）		影響がある・計						影響がない・計								影響がある・計		影響がない・計		加重
平均値

		40.5																										非常に影響がある		ある程度影響がある		どちらともいえない		あまり影響がない		まったく影響がない		無回答

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0

																										●凡例

																●		0		2017年		全体				(n= ???1192 )																75.6		11.1		3.95

																●		0		続柄別		父親				(n= ???155 )																72.3		16.1		3.78

																●		0				母親				(n= ???1014 )																76.1		10.4		3.97

																×		0				その他				(n= ???13 )																61.5		―		4.08

																●		0		0		0				(n= ???0 )																―		―		3.91

																●		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.99

																●		0		0		0				(n= ???0 )																―		―		3.78

																●		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.77

																●		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.93

																●		0				0				(n= ???0 )																―		―		4.02

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		4.11

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		4.00

																●		0		0		0				(n= ???0 )																―		―		3.92

																●		0				0				(n= ???0 )																―		―		4.05

																●		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.93

																×		0		0		0				(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		4.03

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.82

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.70

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.92

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.93

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.70

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		4.01

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.91

																●		0		0		0				(n= ???0 )																―		―		3.80

																●		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.94

																●		0				0				(n= ???0 )																―		―		4.00

																●		0				0				(n= ???0 )																―		―		4.06

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.89

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		4.04

																×		0		0		0				(n= ???0 )																―		―		―

																●		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.90

																●		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		3.88

																●		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		4.34

																●		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		4.43

																●		0				0				(n= ???0 )																―		―		4.13

																●		0				0				(n= ???0 )																―		―		4.10

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		4.00

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		4.20

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.95

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		4.31

																●		0		0		0				(n= ???0 )																―		―		3.95

																●		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		3.94

																●		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		3.95

																●		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.95

																●		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		3.97

																●		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		3.80

																×		0		0		0				(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		3.95

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		3.92

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.98

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		3.93

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		3.96

																×		0		0		0				(n= ???0 )																―		―		3.67

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		3.93

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.98

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		3.91

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		3.98

																×		0		0		0				(n= ???0 )																―		―		3.97

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		4.11

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.94

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		3.97

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		3.92

																×		0		0		0				(n= ???0 )																―		―		4.00

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		4.00

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		4.00

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.98

																×		0		0		0				(n= ???0 )																―		―		4.09

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.94

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.86

																×		0		0		0				(n= ???0 )																―		―		3.67

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		4.00

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.82

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		3.74

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		―

														ここは表示→ ヒョウジ		▲		0		0		0				(n= ???0 )																―		―		3.94

														ここは表示→ ヒョウジ		▲		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		3.99

														ここは表示→ ヒョウジ		▲		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		3.91

														ここは表示→ ヒョウジ		▲		0				0				(n= ???0 )																―		―		3.97

														ここは表示→ ヒョウジ		▲		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		3.95

														ここは表示→ ヒョウジ		▲		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		4.28

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0		将来へのクローバル化影響		ある				(n= ???736 )																74.2		10.2		3.91

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0				ない				(n= ???608 )																74.5		7.9		3.97

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0				わからない				(n= ???568 )																73.8		8.1		3.95

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0		留学意向		留学させたい・計				(n= ???0 )																―		―		―

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0						留学させたい		(n= ???824 )																76.3		11.3		3.94

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0						できればさせたい		(n= ???73 )																72.6		13.7		3.86

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0				させたいと思わない・計				(n= ???754 )																72.4		7.7		3.95

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0						あまり思わない		(n= ???0 )																―		―		―

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0						させたいと思わない		(n= ???416 )																74.8		12.0		3.92

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0				どちらでもよい				(n= ???116 )																75.0		12.9		3.96

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0		グローバル社会に通用する人材　意向別		なってほしい・計				(n= ???619 )																77.7		6.1		4.08

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0						ぜひなってほしい		(n= ???291 )																81.1		4.5		4.12

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0						できればなってほしい		(n= ???328 )																74.7		7.6		4.05

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0				思わない・計				(n= ???619 )																71.2		11.8		3.82

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		×		0						あまり思わない		(n= ???0 )																―		―		―

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		×		0						なってほしいと思わない		(n= ???729 )																76.0		10.7		3.93

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0				どちらでもよい				(n= ???218 )																78.0		12.8		3.97

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0		0		0				(n= ???0 )																―		―		―

																×		0						0		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0						0		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		―

																×		0						0		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0						0		(n= ???0 )																―		―		―

																										※小計：｢2017年全体｣より ショウケイネンゼンタイ		10pt以上高い イジョウタカ		5pt以上高い イジョウタカ		10pt以上低い イジョウヒク																0

																																																0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



リリース用加工（進学者ベース）

		





属性別

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6				7		8		9

																												影響がある・計						影響がない・計

																												非常に影響がある		ある程度影響がある		どちらともいえない		あまり影響がない		まったく影響がない		無回答				影響がある・計		影響がない・計		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0						2017年 ネン		全体 ゼンタイ				Q12. 家庭の経済事情は子どもの進路決定にどの程度影響があるか <全ベース>

				6		9459		保護者		%		0								2017年 ネン		全体 ゼンタイ				調査数		非常に影響がある		ある程度影響がある		どちらともいえない		あまり影響がない		まったく影響がない		無回答				影響がある・計		影響がない・計		加重平均値

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2017		7		9460		保護者		%		0		全体		●				2017年 ネン		全体 ゼンタイ				1722		30.6		43.6		14.2		7.6		2.0		2.0				74.2		9.6		3.95

		2017		9		9462		保護者		%		《続柄別》		父親		●				続柄別 ゾクガラベツ		父親 チチオヤ				220		24.1		46.8		13.2		10.9		3.6		1.4				70.9		14.5		3.78

		2017		10		9463		保護者		%				母親		●						母親 ハハオヤ				1449		31.5		43.8		14.3		7.2		1.8		1.4				75.2		9.0		3.97

		2017		11		9464		保護者		%				その他		×						その他				13		38.5		23.1		30.8		―		―		7.7				61.5		―		4.08

		2017		13		9466		保護者		%		《子どもの性別》		男子		●				子ども
性別 コセイベツ		男子 ダンシ				891		28.5		44.4		15.6		7.5		2.4		1.6				73.0		9.9		3.91

		2017		14		9467		保護者		%				女子		●						女子 ジョシ				787		32.9		43.3		13.0		7.9		1.7		1.3				76.2		9.5		3.99

		2017		16		9469		保護者		%		《続柄×子どもの性別》		父親×男子		●				続柄×
子ども
性別 ゾクガラコセイベツ		父親×男子				139		21.6		49.6		15.1		10.1		2.9		0.7				71.2		12.9		3.78

		2017		17		9470		保護者		%				父親×女子		●						父親×女子				80		27.5		42.5		10.0		12.5		5.0		2.5				70.0		17.5		3.77

		2017		18		9471		保護者		%				母親×男子		●						母親×男子				742		29.6		43.8		15.5		7.1		2.3		1.6				73.5		9.4		3.93

		2017		19		9472		保護者		%				母親×女子		●						母親×女子				703		33.6		43.5		13.1		7.4		1.3		1.1				77.1		8.7		4.02

		2017		20		9473		保護者		%				その他×男子		×						その他×男子				10		40.0		20.0		30.0		―		―		10.0				60.0		―		4.11

		2017		21		9474		保護者		%				その他×女子		×						その他×女子				3		33.3		33.3		33.3		―		―		―				66.7		―		4

		2017		23		9476		保護者		%		《所属学科別》		普通科		●				学科別 ガッカベツ		普通科				1304		29.8		44.5		13.7		8.8		2.0		1.2				74.3		10.8		3.92

		2017		24		9477		保護者		%				専門学科		●						専門学科				350		34.0		39.4		15.7		3.1		2.3		5.4				73.4		5.4		4.05

		2017		25		9478		保護者		%				総合学科		●						総合学科				68		27.9		47.1		16.2		7.4		1.5		―				75.0		8.8		3.93

		2017		26		9479		保護者		%		総合学科		《都道府県別》		×				都道府県
別 トドウフケンベツ		北海道				0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		27		9480		保護者		%				北海道		×						青森県				205		31.2		44.4		17.1		3.4		1.5		2.4				75.6		4.9		4.03

		2017		28		9481		保護者		%				岩手県・福島県		×						茨城県				170		27.1		47.1		8.8		13.5		2.9		0.6				74.1		16.5		3.82

		2017		29		9482		保護者		%				岩手県		×						東京都				77		20.8		49.4		11.7		15.6		2.6		―				70.1		18.2		3.7

		2017		30		9483		保護者		%				福島県		×						新潟県				93		32.3		45.2		6.5		11.8		3.2		1.1				77.4		15.1		3.92

		2017		31		9484		保護者		%				群馬県		×						愛知県				207		26.1		46.9		19.3		6.3		0.5		1.0				72.9		6.8		3.93

		2017		32		9485		保護者		%				東京都		×						大阪府				162		26.5		38.9		16.0		14.8		3.7		―				65.4		18.5		3.7

		2017		33		9486		保護者		%				長野県		×						鳥取県				143		32.9		44.1		9.8		7.0		2.8		3.5				76.9		9.8		4.01

		2017		34		9487		保護者		%				岐阜県		×						佐賀県				224		29.0		46.0		12.9		11.2		0.9		―				75.0		12.1		3.91

		2017		41		9494		保護者		%		《高校タイプ別》		大短進学率95％以上		●				大短
進学率別 オオタンシンガクリツベツ		95%以上 イジョウ				378		25.1		46.8		13.0		11.6		2.9		0.5				72.0		14.6		3.8

		2017		42		9495		保護者		%				大短進学率70～95％未満		●						70～95%未満 ミマン				640		29.1		45.9		15.0		8.0		1.4		0.6				75.0		9.4		3.94

		2017		43		9496		保護者		%				大短進学率40～70％未満		●						40～70%未満 ミマン				204		34.3		41.7		13.7		7.4		2.0		1.0				76.0		9.3		4

		2017		44		9497		保護者		%				大短進学率40％未満		●						40%未満 ミマン				500		35.2		38.8		14.4		4.2		2.2		5.2				74.0		6.4		4.06

		2017		45		9498		保護者		%				大短進学率70％以上上記該当校・計		×						70%以上・計 イジョウケイ				1018		27.6		46.3		14.2		9.3		2.0		0.6				73.9		11.3		3.89

		2017		46		9499		保護者		%				大短進学率70％未満上記該当校・計		×						70%未満・計 ミマンケイ				704		34.9		39.6		14.2		5.1		2.1		4.0				74.6		7.2		4.04

		2017		47		9500		保護者		%		大短進学率70％未満上記該当校・計		《希望進路別》		×				希望進路
別 キボウシンロベツ		進学希望・計 シンガクキボウケイ				0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		49		9502		保護者		%		進学希望		大学・短大進学		●						大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク				1063		28.6		46.4		13.0		9.6		2.2		0.3				75.0		11.8		3.9

		2017		50		9503		保護者		%				大学進学		●								大学進学 ダイガクシンガク		1021		27.9		46.4		13.1		10.0		2.3		0.3				74.3		12.2		3.88

		2017		51		9504		保護者		%				短大進学		●								短大進学 タンダイシンガク		35		42.9		48.6		8.6		―		―		―				91.4		―		4.34

		2017		52		9505		保護者		%				専門職大学		●								専門職大学進学 センモンショクダイガクシンガク		7		57.1		28.6		14.3		―		―		―				85.7		―		4.43

		2017		53		9506		保護者		%				専門学校		●						専門学校進学 センモンガッコウシンガク				129		39.5		41.1		14.0		3.9		1.6		―				80.6		5.4		4.13

		2017		54		9507		保護者		%				就職		●						就職 シュウショク				178		37.1		34.3		15.2		4.5		1.1		7.9				71.3		5.6		4.1

		2017		55		9508		保護者		%				海外の大学等への進学		×						留学 リュウガク				1		―		100.0		―		―		―		―				100.0		―		4

		2017		56		9509		保護者		%				その他		×						その他 ホカ				5		40.0		40.0		20.0		―		―		―				80.0		―		4.2

		2017		57		9510		保護者		%				何でもよい		×						何でもよい ナン		フリーター		318		30.5		42.8		18.9		4.7		2.5		0.6				73.3		7.2		3.95

		2017		58		9511		保護者		%				無回答		×						無回答 ムカイトウ				28		25.0		14.3		3.6		3.6		―		53.6				39.3		3.6		4.31

		2017		60		9513		保護者		%		《進路について話す頻度別》		話す・計		●				進路対話
頻度別 シンロタイワヒンドベツ		話す･計 ハナケイ				1526		30.1		44.8		13.4		7.8		2.0		2.0				74.8		9.8		3.95

		2017		61		9514		保護者		%				よく話をする		●								よく話をする ハナ		398		32.9		43.5		9.0		9.8		3.3		1.5				76.4		13.1		3.94

		2017		62		9515		保護者		%				時々話をする		●								時々話をする トキドキハナシ		1128		29.1		45.2		14.9		7.1		1.6		2.1				74.3		8.7		3.95

		2017		63		9516		保護者		%				話さない・計		●						話さない･計 ハナシケイ				193		34.7		34.7		20.7		6.2		2.1		1.6				69.4		8.3		3.95

		2017		64		9517		保護者		%				あまり話さない		●								あまり話さない ハナ		178		34.8		35.4		20.2		5.6		2.2		1.7				70.2		7.9		3.97

		2017		65		9518		保護者		%				まったく話さない		●								まったく話さない ハナ		15		33.3		26.7		26.7		13.3		―		―				60.0		13.3		3.8

		2017		66		9519		保護者		%		まったく話さない		《希望進路や、進路に対する考えの認知別》		×				希望進路
に関する
認知別 キボウシンロカンニンチベツ		知っている･計 シケイ				0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		67		9520		保護者		%				知っている・計		×								よく知っている シ		1560		30.8		44.0		13.3		7.8		2.2		1.9				74.8		10.0		3.95

		2017		68		9521		保護者		%				よく知っている		×								少し知っている スコシ		739		31.1		43.7		11.8		9.5		2.7		1.2				74.8		12.2		3.92

		2017		69		9522		保護者		%				少し知っている		×						知らない･計 シケイ				821		30.5		44.3		14.7		6.3		1.7		2.4				74.8		8.0		3.98

		2017		70		9523		保護者		%				知らない・計		×								あまり知らない シ		159		28.9		39.6		22.6		5.7		0.6		2.5				68.6		6.3		3.93

		2017		71		9524		保護者		%				あまり知らない		×								まったく知らない シ		143		29.4		41.3		21.7		4.9		0.7		2.1				70.6		5.6		3.96

		2017		72		9525		保護者		%		あまり知らない		まったく知らない		×				進路の
悩み不安
に関する
認知別 シンロナヤフアンカンニンチベツ		知っている･計 シケイ				16		25.0		25.0		31.3		12.5		―		6.3				50.0		12.5		3.67

		2017		73		9526		保護者		%				《進路に関する悩みや不安の認知》		×								よく知っている シ		0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		74		9527		保護者		%				知っている・計		×								少し知っている スコシ		1193		30.8		43.6		13.2		8.3		2.5		1.6				74.4		10.8		3.93

		2017		75		9528		保護者		%				よく知っている		×						知らない･計 シケイ				392		34.4		42.9		8.7		7.9		4.1		2.0				77.3		12.0		3.98

		2017		76		9529		保護者		%				少し知っている		×								あまり知らない シ		801		29.1		43.9		15.4		8.5		1.7		1.4				73.0		10.2		3.91

		2017		77		9530		保護者		%				知らない・計		×								まったく知らない シ		520		30.0		43.7		16.7		6.0		1.0		2.7				73.7		6.9		3.98

		2017		78		9531		保護者		%		知らない・計		あまり知らない		×				進路の
悩み不安
に関する
アドバイス
状況別 シンロナヤフアンカンジョウキョウベツ		している･計 ケイ				472		28.8		44.9		16.5		5.9		1.1		2.8				73.7		7.0		3.97

		2017		79		9532		保護者		%				まったく知らない		×								よくしている		48		41.7		31.3		18.8		6.3		―		2.1				72.9		6.3		4.11

		2017		80		9533		保護者		%				《進路の悩みや不安のアドバイス別》		×								少ししている スコ		0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		81		9534		保護者		%				している・計		×						していない･計 ケイ				1353		30.8		43.6		13.5		8.0		2.6		1.6				74.4		10.6		3.94

		2017		82		9535		保護者		%				よくしている		×								あまりしていない		391		34.0		42.7		10.2		8.2		3.6		1.3				76.7		11.8		3.97

		2017		83		9536		保護者		%				少ししている		×								まったくしていない		962		29.5		44.0		14.8		7.9		2.2		1.7				73.5		10.1		3.92

		2017		84		9537		保護者		%		少ししている		していない・計		×				アドバイス
難しさ別 ムズカベツ		難しい･計 ムズカケイ				360		29.7		43.6		17.2		6.4		―		3.1				73.3		6.4		4

		2017		85		9538		保護者		%				あまりしていない		×								非常に難しい ヒジョウムズカ		316		28.5		45.3		16.8		6.0		―		3.5				73.7		6.0		4

		2017		86		9539		保護者		%				まったくしていない		×								やや難しい ムズカ		44		38.6		31.8		20.5		9.1		―		―				70.5		9.1		4

		2017		87		9540		保護者		%				《アドバイスの難しさ別》		×						難しくない ムズカ				0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		88		9541		保護者		%				難しい・計		×						その他 ホカ				1230		31.2		44.6		13.8		7.2		1.5		1.5				75.9		8.8		3.98

		2017		89		9542		保護者		%		難しい・計		非常に難しい		×				働くことの
気がかり別		気がかりあり キ				337		39.5		38.6		12.5		5.9		2.1		1.5				78.0		8.0		4.09

		2017		90		9543		保護者		%				やや難しい		×						気がかりなし キ				893		28.1		46.9		14.3		7.7		1.3		1.6				75.0		9.1		3.94

		2017		91		9544		保護者		%				難しいとは感じていない		×						考えたことがない カンガ				478		29.3		41.0		15.1		8.8		3.3		2.5				70.3		12.1		3.86

		2017		92		9545		保護者		%		難しいとは感じていない		その他		×				未来社会
展望別 ミライシャカイテンボウベツ		好ましい･計 コノケイ				4		―		50.0		25.0		―		―		25.0				50.0		―		3.67

		2017		93		9546		保護者		%				《働くことについての気がかり別》		×								とても好ましい コノ		0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		94		9547		保護者		%				ある		×								まあまあ好ましい コノ		1100		32.0		44.5		12.8		7.5		1.5		1.7				76.5		8.9		4

		2017		95		9548		保護者		%				ない		×						好ましくない･計 コノケイ				463		26.3		43.6		16.2		8.9		3.5		1.5				70.0		12.3		3.82

		2017		96		9549		保護者		%				子どもが働くことについて考えたことがない		×								あまり好ましくない コノ		38		28.9		26.3		36.8		5.3		2.6		―				55.3		7.9		3.74

		2017		97		9550		保護者		%				《未来社会の好ましさ別》		×								非常に好ましくない ヒジョウコノ		0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		105		9558		保護者		%		《仕事内容、楽しさについて話す状況別》		話す・計		▲				仕事内容、
楽しさ
について
話す状況
別 ハナジョウキョウ		話す･計 ハナケイ				1071		30.6		43.9		13.4		8.3		2.3		1.5				74.5		10.6		3.94

		2017		106		9559		保護者		%				よく話す		▲								よく話す ハナ		335		37.9		37.3		11.9		8.1		3.6		1.2				75.2		11.6		3.99

		2017		107		9560		保護者		%				時々話す		▲								時々話す トキドキハナ		736		27.3		46.9		14.0		8.4		1.8		1.6				74.2		10.2		3.91

		2017		108		9561		保護者		%				話さない・計		▲						話さない･計 ハナシケイ				608		30.6		43.9		16.3		6.3		1.6		1.3				74.5		7.9		3.97

		2017		109		9562		保護者		%				ほとんど話さない		▲								ほとんど話さない ハナ		568		29.2		44.5		16.7		6.5		1.6		1.4				73.8		8.1		3.95

		2017		110		9563		保護者		%				まったく話さない		▲								まったく話さない ハナ		40		50.0		35.0		10.0		2.5		2.5		―				85.0		5.0		4.28

		2017		107		9560		保護者		%		よく話す		時々話す		△				将来へのクローバル化影響 ショウライカエイキョウ		ある				736		27.3		46.9		14.0		8.4		1.8		1.6				74.2		10.2		3.91

		2017		108		9561		保護者		%				話さない・計		△						ない				608		30.6		43.9		16.3		6.3		1.6		1.3				74.5		7.9		3.97

		2017		109		9562		保護者		%				ほとんど話さない		△						わからない				568		29.2		44.5		16.7		6.5		1.6		1.4				73.8		8.1		3.95

		2017		111		9564		保護者		%		まったく話さない		《子どもの将来へのグローバル化の影響》		△				留学意向 リュウガクイコウ		留学させたい・計				0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		112		9565		保護者		%				ある		△								留学させたい		824		31.3		45.0		11.9		8.9		2.4		0.5				76.3		11.3		3.94

		2017		113		9566		保護者		%				ない		△								できればさせたい		73		31.5		41.1		9.6		5.5		8.2		4.1				72.6		13.7		3.86

		2017		114		9567		保護者		%				わからない		△						させたいと思わない・計				754		29.2		43.2		17.9		6.6		1.1		2.0				72.4		7.7		3.95

		2017		115		9568		保護者		%				《子どもを留学させたいか》		△								あまり思わない		0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		116		9569		保護者		%				留学させたい・計		△								させたいと思わない		416		32.0		42.8		12.7		8.7		3.4		0.5				74.8		12.0		3.92

		2017		117		9570		保護者		%				留学させたい		△						どちらでもよい				116		37.9		37.1		11.2		7.8		5.2		0.9				75.0		12.9		3.96

		2017		119		9572		保護者		%		できれば留学させたい		留学させたいと思わない・計		△				グローバル社会に通用する人材　意向別 シャカイツウヨウジンザイイコウベツ		なってほしい・計				619		35.9		41.8		14.1		4.8		1.3		2.1				77.7		6.1		4.08

		2017		120		9573		保護者		%				あまり留学させたいと思わない		△								ぜひなってほしい		291		35.1		46.0		13.1		3.4		1.0		1.4				81.1		4.5		4.12

		2017		121		9574		保護者		%				留学させたいと思わない		△								できればなってほしい		328		36.6		38.1		14.9		6.1		1.5		2.7				74.7		7.6		4.05

		2017		122		9575		保護者		%				どちらでもよい		△						思わない・計				619		23.7		47.5		16.0		9.9		1.9		1.0				71.2		11.8		3.82

		2017		123		9576		保護者		%				《グローバル社会に通用する人材について》		×								あまり思わない		0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		124		9577		保護者		%				なってほしい・計		×								なってほしいと思わない		729		29.2		46.8		12.6		8.1		2.6		0.7				76.0		10.7		3.93

		2017		125		9578		保護者		%		なってほしい・計		ぜひなってほしい		△						どちらでもよい				218		36.2		41.7		9.2		8.7		4.1		―				78.0		12.8		3.97

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0		0		0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

																				高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【保護者】2017年 ホゴシャネン

																				集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Q12. 家庭の経済事情は子どもの進路決定にどの程度影響があるか <全ベース>

																				グラフタイトル→				家庭の経済事情の進路決定への影響 カテイケイザイジジョウシンロケッテイエイキョウ

																				回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		単一回答

		10pt																【保護者】2017年　家庭の経済事情の進路決定への影響（全体／単一回答）

		10.5																								（％）		影響がある・計						影響がない・計								影響がある・計		影響がない・計		加重
平均値

		40.5																										非常に影響がある		ある程度影響がある		どちらともいえない		あまり影響がない		まったく影響がない		無回答

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0

																										●凡例

																●		0		2017年		全体				(n= ???1722 )																74.2		9.6		3.95

																●		0		続柄別		父親				(n= ???220 )																70.9		14.5		3.78

																●		0				母親				(n= ???1449 )																75.2		9.0		3.97

																×		0				その他				(n= ???13 )																61.5		―		4.08

																●		0		子ども
性別		男子				(n= ???891 )																73.0		9.9		3.91

																●		0				女子				(n= ???787 )																76.2		9.5		3.99

																●		0		続柄×
子ども
性別		父親×男子				(n= ???139 )																71.2		12.9		3.78

																●		0				父親×女子				(n= ???80 )																70.0		17.5		3.77

																●		0				母親×男子				(n= ???742 )																73.5		9.4		3.93

																●		0				母親×女子				(n= ???703 )																77.1		8.7		4.02

																×		0				その他×男子				(n= ???10 )																60.0		―		4.11

																×		0				その他×女子				(n= ???3 )																66.7		―		4.00

																●		0		学科別		普通科				(n= ???1304 )																74.3		10.8		3.92

																●		0				専門学科				(n= ???350 )																73.4		5.4		4.05

																●		0				総合学科				(n= ???68 )																75.0		8.8		3.93

																×		0		都道府県
別		北海道				(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				青森県				(n= ???205 )																75.6		4.9		4.03

																×		0				茨城県				(n= ???170 )																74.1		16.5		3.82

																×		0				東京都				(n= ???77 )																70.1		18.2		3.70

																×		0				新潟県				(n= ???93 )																77.4		15.1		3.92

																×		0				愛知県				(n= ???207 )																72.9		6.8		3.93

																×		0				大阪府				(n= ???162 )																65.4		18.5		3.70

																×		0				鳥取県				(n= ???143 )																76.9		9.8		4.01

																×		0				佐賀県				(n= ???224 )																75.0		12.1		3.91

																●		0		大短
進学率別		95%以上				(n= ???378 )																72.0		14.6		3.80

																●		0				70～95%未満				(n= ???640 )																75.0		9.4		3.94

																●		0				40～70%未満				(n= ???204 )																76.0		9.3		4.00

																●		0				40%未満				(n= ???500 )																74.0		6.4		4.06

																×		0				70%以上・計				(n= ???1018 )																73.9		11.3		3.89

																×		0				70%未満・計				(n= ???704 )																74.6		7.2		4.04

																×		0		希望進路
別		進学希望・計				(n= ???0 )																―		―		―

																●		0				大学短大進学				(n= ???1063 )																75.0		11.8		3.90

																●		0				0		大学進学		(n= ???1021 )																74.3		12.2		3.88

																●		0				0		短大進学		(n= ???35 )																91.4		―		4.34

																●		0				0		専門職大学進学		(n= ???7 )																85.7		―		4.43

																●		0				専門学校進学				(n= ???129 )																80.6		5.4		4.13

																●		0				就職				(n= ???178 )																71.3		5.6		4.10

																×		0				留学				(n= ???1 )																100.0		―		4.00

																×		0				その他				(n= ???5 )																80.0		―		4.20

																×		0				何でもよい				(n= ???318 )																73.3		7.2		3.95

																×		0				無回答				(n= ???28 )																39.3		3.6		4.31

																●		0		進路対話
頻度別		話す･計				(n= ???1526 )																74.8		9.8		3.95

																●		0				0		よく話をする		(n= ???398 )																76.4		13.1		3.94

																●		0				0		時々話をする		(n= ???1128 )																74.3		8.7		3.95

																●		0				話さない･計				(n= ???193 )																69.4		8.3		3.95

																●		0				0		あまり話さない		(n= ???178 )																70.2		7.9		3.97

																●		0				0		まったく話さない		(n= ???15 )																60.0		13.3		3.80

																×		0		希望進路
に関する
認知別		知っている･計				(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				0		よく知っている		(n= ???1560 )																74.8		10.0		3.95

																×		0				0		少し知っている		(n= ???739 )																74.8		12.2		3.92

																×		0				知らない･計				(n= ???821 )																74.8		8.0		3.98

																×		0				0		あまり知らない		(n= ???159 )																68.6		6.3		3.93

																×		0				0		まったく知らない		(n= ???143 )																70.6		5.6		3.96

																×		0		進路の
悩み不安
に関する
認知別		知っている･計				(n= ???16 )																50.0		12.5		3.67

																×		0				0		よく知っている		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				0		少し知っている		(n= ???1193 )																74.4		10.8		3.93

																×		0				知らない･計				(n= ???392 )																77.3		12.0		3.98

																×		0				0		あまり知らない		(n= ???801 )																73.0		10.2		3.91

																×		0				0		まったく知らない		(n= ???520 )																73.7		6.9		3.98

																×		0		進路の
悩み不安
に関する
アドバイス
状況別		している･計				(n= ???472 )																73.7		7.0		3.97

																×		0				0		よくしている		(n= ???48 )																72.9		6.3		4.11

																×		0				0		少ししている		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				していない･計				(n= ???1353 )																74.4		10.6		3.94

																×		0				0		あまりしていない		(n= ???391 )																76.7		11.8		3.97

																×		0				0		まったくしていない		(n= ???962 )																73.5		10.1		3.92

																×		0		アドバイス
難しさ別		難しい･計				(n= ???360 )																73.3		6.4		4.00

																×		0				0		非常に難しい		(n= ???316 )																73.7		6.0		4.00

																×		0				0		やや難しい		(n= ???44 )																70.5		9.1		4.00

																×		0				難しくない				(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				その他				(n= ???1230 )																75.9		8.8		3.98

																×		0		働くことの
気がかり別		気がかりあり				(n= ???337 )																78.0		8.0		4.09

																×		0				気がかりなし				(n= ???893 )																75.0		9.1		3.94

																×		0				考えたことがない				(n= ???478 )																70.3		12.1		3.86

																×		0		未来社会
展望別		好ましい･計				(n= ???4 )																50.0		―		3.67

																×		0				0		とても好ましい		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				0		まあまあ好ましい		(n= ???1100 )																76.5		8.9		4.00

																×		0				好ましくない･計				(n= ???463 )																70.0		12.3		3.82

																×		0				0		あまり好ましくない		(n= ???38 )																55.3		7.9		3.74

																×		0				0		非常に好ましくない		(n= ???0 )																―		―		―

														ここは表示→ ヒョウジ		▲		0		仕事内容、
楽しさ
について
話す状況
別		話す･計				(n= ???1071 )																74.5		10.6		3.94

														ここは表示→ ヒョウジ		▲		0				0		よく話す		(n= ???335 )																75.2		11.6		3.99

														ここは表示→ ヒョウジ		▲		0				0		時々話す		(n= ???736 )																74.2		10.2		3.91

														ここは表示→ ヒョウジ		▲		0				話さない･計				(n= ???608 )																74.5		7.9		3.97

														ここは表示→ ヒョウジ		▲		0				0		ほとんど話さない		(n= ???568 )																73.8		8.1		3.95

														ここは表示→ ヒョウジ		▲		0				0		まったく話さない		(n= ???40 )																85.0		5.0		4.28

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0		将来へのクローバル化影響		ある				(n= ???736 )																74.2		10.2		3.91

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0				ない				(n= ???608 )																74.5		7.9		3.97

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0				わからない				(n= ???568 )																73.8		8.1		3.95

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0		留学意向		留学させたい・計				(n= ???0 )																―		―		―

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0						留学させたい		(n= ???824 )																76.3		11.3		3.94

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0						できればさせたい		(n= ???73 )																72.6		13.7		3.86

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0				させたいと思わない・計				(n= ???754 )																72.4		7.7		3.95

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0						あまり思わない		(n= ???0 )																―		―		―

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0						させたいと思わない		(n= ???416 )																74.8		12.0		3.92

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0				どちらでもよい				(n= ???116 )																75.0		12.9		3.96

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0		グローバル社会に通用する人材　意向別		なってほしい・計				(n= ???619 )																77.7		6.1		4.08

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0						ぜひなってほしい		(n= ???291 )																81.1		4.5		4.12

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0						できればなってほしい		(n= ???328 )																74.7		7.6		4.05

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0				思わない・計				(n= ???619 )																71.2		11.8		3.82

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		×		0						あまり思わない		(n= ???0 )																―		―		―

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		×		0						なってほしいと思わない		(n= ???729 )																76.0		10.7		3.93

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0				どちらでもよい				(n= ???218 )																78.0		12.8		3.97

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0		0		0				(n= ???0 )																―		―		―

																×		0						0		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0						0		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		―

																×		0						0		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0						0		(n= ???0 )																―		―		―

																										※小計：｢2017年全体｣より ショウケイネンゼンタイ		10pt以上高い イジョウタカ		5pt以上高い イジョウタカ		10pt以上低い イジョウヒク																0

																																																0



OUT01保護者　Q12
からコピペ作成

表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



属性別

		





×時系列_全体

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6				7		8		8

																												影響がある・計						影響がない・計

																												非常に影響がある		ある程度影響がある		どちらともいえない		あまり影響がない		まったく影響がない		無回答				影響がある・計		影響がない・計		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0								2017年 ネン		全体 ゼンタイ		Q12. 家庭の経済事情は子どもの進路決定にどの程度影響があるか <全ベース>

				6		9459		保護者		%		0										2017年 ネン		全体 ゼンタイ		調査数		非常に影響がある		ある程度影響がある		どちらともいえない		あまり影響がない		まったく影響がない		無回答				影響がある・計		影響がない・計		0

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2017		7		9460		保護者		%		0		全体								2017年 ネン		全体 ゼンタイ		1722		30.6		43.6		14.2		7.6		2.0		2.0				74.2		9.6		9.6

		2015		7		0		0		0		0		0								2015年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0

		2013		7		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0

		2011		7		0		0		0		0		0								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		7		0		0		0		0		0								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		7		0		0		0		0		0								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		7		0		0		0		0		0								2005年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2003		7		0		0		0		0		0								2003年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2015		45		0		0		0		0		0								2015年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		45		0		0		0		0		0								2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		45		0		0		0		0		0								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		34		0		0		0		0		0								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		8		0		0		0		0		0								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		27		0		0		0		0		0								2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2015		48		0		0		0		0		0								2015年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		48		0		0		0		0		0								2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		48		0		0		0		0		0								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		35		0		0		0		0		0								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		9		0		0		0		0		0								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		28		0		0		0		0		0								2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2015		49		0		0		0		0		0								2015年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		49		0		0		0		0		0								2013年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		49		0		0		0		0		0								2011年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		36		0		0		0		0		0								2009年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		10		0		0		0		0		0								2007年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		29		0		0		0		0		0								2005年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																								高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【保護者】時系列 ホゴシャジケイレツ

																								集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Q12. 家庭の経済事情は子どもの進路決定にどの程度影響があるか <全ベース>

																								グラフタイトル→				家庭の経済事情の進路決定への影響 カテイケイザイジジョウシンロケッテイエイキョウ

																								回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		単一回答 タンイツカイトウ

		10pt																		【保護者】時系列　家庭の経済事情の進路決定への影響（全体／単一回答）

		10.5																								（％）		影響がある・計				どちらともいえない		影響がない・計								影響がある・計		影響がない・計		加重
平均値

		40.5																										非常に影響がある		ある程度影響がある				あまり影響がない		まったく影響がない		無回答

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0		0

																										●凡例

																						2017年		全体		(n= ???1722 )																74.2		9.6		9.60

																						2015年		全体		(n= ???0 )																―		―		―

																						2013年		全体		(n= ???0 )																―		―		―

																						2011年		全体		(n= ???0 )																―		―		―

																						2009年		全体		(n= ???0 )																―		―		―

																						2007年		全体		(n= ???0 )																―		―		―

																						2005年		全体		(n= ???0 )																―		―		―

																						2003年		全体		(n= ???0 )																―		―		―

																						2015年		大学短大進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2013年		大学短大進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2011年		大学短大進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2009年		大学短大進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2007年		大学短大進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2005年		大学短大進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2015年		専門学校進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2013年		専門学校進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2011年		専門学校進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2009年		専門学校進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2007年		専門学校進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2005年		専門学校進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2015年		就職		(n= ???0 )																―		―		―

																						2013年		就職		(n= ???0 )																―		―		―

																						2011年		就職		(n= ???0 )																―		―		―

																						2009年		就職		(n= ???0 )																―		―		―

																						2007年		就職		(n= ???0 )																―		―		―

																						2005年		就職		(n= ???0 )																―		―		―

																																																0

																																																0





×時系列_全体

		





×時系列_大短進学

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6				7		8		8

																												影響がある・計						影響がない・計

																												非常に影響がある		ある程度影響がある		どちらともいえない		あまり影響がない		まったく影響がない		無回答				影響がある・計		影響がない・計		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0								2017年 ネン		全体 ゼンタイ		Q12. 家庭の経済事情は子どもの進路決定にどの程度影響があるか <全ベース>

				6		9459		保護者		%		0										2017年 ネン		全体 ゼンタイ		調査数		非常に影響がある		ある程度影響がある		どちらともいえない		あまり影響がない		まったく影響がない		無回答				影響がある・計		影響がない・計		影響がない・計

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2017		7		9460		保護者		%		0		全体								2017年 ネン		全体 ゼンタイ		1722		30.6		43.6		14.2		7.6		2		2				74.2		9.6		9.6

		2013		7		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		7		0		0		0		0		0								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		7		0		0		0		0		0								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		7		0		0		0		0		0								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		7		0		0		0		0		0								2005年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2003		7		0		0		0		0		0								2003年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2017		49		9502		保護者		%		0		大学・短大進学								2017年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1063		28.6		46.4		13		9.6		2.2		0.3				75		11.8		11.8

		2015		45		0		0		0		0		0								2015年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		45		0		0		0		0		0								2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		45		0		0		0		0		0								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		34		0		0		0		0		0								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		8		0		0		0		0		0								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		27		0		0		0		0		0								2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2015		48		0		0		0		0		0								2015年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		48		0		0		0		0		0								2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		48		0		0		0		0		0								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		35		0		0		0		0		0								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		9		0		0		0		0		0								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		28		0		0		0		0		0								2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2015		49		0		0		0		0		0								2015年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		49		0		0		0		0		0								2013年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		49		0		0		0		0		0								2011年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		36		0		0		0		0		0								2009年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		10		0		0		0		0		0								2007年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		29		0		0		0		0		0								2005年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																								高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【保護者】時系列 ホゴシャジケイレツ

																								集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Q12. 家庭の経済事情は子どもの進路決定にどの程度影響があるか <全ベース>

																								グラフタイトル→				子どもにグローバル社会で通用する人材になってほしいか コシャカイツウヨウジンザイ

																								回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		単一回答 タンイツカイトウ

																								回答対象「全体」のときは→になります カイトウタイショウゼンタイ				大学・短大進学希望者： ダイガクタンダイシンガクキボウシャ

		10pt																		【保護者】時系列　子どもにグローバル社会で通用する人材になってほしいか（大学・短大進学希望者：全体／単一回答）

		10.5																								（％）		影響がある・計				どちらともいえない		影響がない・計								影響がある・計		影響がない・計		加重
平均値

		40.5																										非常に影響がある		ある程度影響がある				あまり影響がない		まったく影響がない		無回答

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0		0

																										●凡例

																						2017年		全体		(n= ???1722 )																74.2		9.6		9.60

																						2013年		全体		(n= ???0 )																―		―		―

																						2011年		全体		(n= ???0 )																―		―		―

																						2009年		全体		(n= ???0 )																―		―		―

																						2007年		全体		(n= ???0 )																―		―		―

																						2005年		全体		(n= ???0 )																―		―		―

																						2003年		全体		(n= ???0 )																―		―		―

																						2017年		大学短大進学		(n= ???1063 )																75.0		11.8		11.80

																						2015年		大学短大進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2013年		大学短大進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2011年		大学短大進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2009年		大学短大進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2007年		大学短大進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2005年		大学短大進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2015年		専門学校進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2013年		専門学校進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2011年		専門学校進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2009年		専門学校進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2007年		専門学校進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2005年		専門学校進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2015年		就職		(n= ???0 )																―		―		―

																						2013年		就職		(n= ???0 )																―		―		―

																						2011年		就職		(n= ???0 )																―		―		―

																						2009年		就職		(n= ???0 )																―		―		―

																						2007年		就職		(n= ???0 )																―		―		―

																						2005年		就職		(n= ???0 )																―		―		―

																																																0

																																																0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



×時系列_大短進学

		





×時系列_もと

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6				7		8		8

																												なってほしい・計				なってほしいと思わない・計

																												ぜひなってほしい		できればなってほしい		どちらでもよい		あまりなってほしいと思わない		なってほしいと思わない		無回答				なってほしい・計		なってほしいと思わない・計		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0

				6		0		0		0		0										2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2013		7		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		7		0		0		0		0		0								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		7		0		0		0		0		0								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		7		0		0		0		0		0								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		7		0		0		0		0		0								2005年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2003		7		0		0		0		0		0								2003年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		45		0		0		0		0		0								2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		45		0		0		0		0		0								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		34		0		0		0		0		0								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		8		0		0		0		0		0								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		27		0		0		0		0		0								2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		48		0		0		0		0		0								2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		48		0		0		0		0		0								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		35		0		0		0		0		0								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		9		0		0		0		0		0								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		28		0		0		0		0		0								2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		49		0		0		0		0		0								2013年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		49		0		0		0		0		0								2011年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		36		0		0		0		0		0								2009年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		10		0		0		0		0		0								2007年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		29		0		0		0		0		0								2005年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																								高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【保護者】時系列 ホゴシャジケイレツ

																								集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				0

																								グラフタイトル→				未来展望：これからの社会は好ましいか ミライテンボウシャカイコノ

																								回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		単一回答 タンイツカイトウ

		10pt																		【保護者】時系列　未来展望：これからの社会は好ましいか（全体／単一回答）

		10.5																								（％）		なってほしい・計				なってほしいと思わない・計				なってほしいと思わない		0				なってほしい・計		なってほしいと思わない・計		加重
平均値

		40.5																										ぜひなってほしい		できればなってほしい		どちらでもよい		あまりなってほしいと思わない				無回答

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0		0

																										●凡例

																						2013年		全体		(n= ???0 )																―		―		―

																						2011年		全体		(n= ???0 )																―		―		―

																						2009年		全体		(n= ???0 )																―		―		―

																						2007年		全体		(n= ???0 )																―		―		―

																						2005年		全体		(n= ???0 )																―		―		―

																						2003年		全体		(n= ???0 )																―		―		―

																						2013年		大学短大進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2011年		大学短大進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2009年		大学短大進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2007年		大学短大進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2005年		大学短大進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2013年		専門学校進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2011年		専門学校進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2009年		専門学校進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2007年		専門学校進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2005年		専門学校進学		(n= ???0 )																―		―		―

																						2013年		就職		(n= ???0 )																―		―		―

																						2011年		就職		(n= ???0 )																―		―		―

																						2009年		就職		(n= ???0 )																―		―		―

																						2007年		就職		(n= ???0 )																―		―		―

																						2005年		就職		(n= ???0 )																―		―		―

																																																0

																																																0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



×時系列_もと

		





2017

		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55

												Q12. 家庭の経済事情は子どもの進路決定にどの程度影響があるか <全ベース>

		9458		保護者 ホゴシャ		%				#0069				Q12. 家庭の経済事情は子どもの進路決定にどの程度影響があるか <全ベース>

		9459		保護者 ホゴシャ		%						調査数		非常に影響がある		ある程度影響がある		どちらともいえない		あまり影響がない		まったく影響がない		無回答		影響がある・計		影響がない・計		加重平均値

		9460		保護者 ホゴシャ		%				全体		1722		30.6		43.6		14.2		7.6		2		2		74.2		9.6		3.95

		9461		保護者 ホゴシャ		%				《続柄別》

		9462		保護者 ホゴシャ		%				父親		220		24.1		46.8		13.2		10.9		3.6		1.4		70.9		14.5		3.78

		9463		保護者 ホゴシャ		%				母親		1449		31.5		43.8		14.3		7.2		1.8		1.4		75.2		9		3.97

		9464		保護者 ホゴシャ		%				その他		13		38.5		23.1		30.8		0		0		7.7		61.5		0		4.08

		9465		保護者 ホゴシャ		%				《子どもの性別》

		9466		保護者 ホゴシャ		%				男子		891		28.5		44.4		15.6		7.5		2.4		1.6		73		9.9		3.91

		9467		保護者 ホゴシャ		%				女子		787		32.9		43.3		13		7.9		1.7		1.3		76.2		9.5		3.99

		9468		保護者 ホゴシャ		%				《続柄×子どもの性別》

		9469		保護者 ホゴシャ		%				父親×男子		139		21.6		49.6		15.1		10.1		2.9		0.7		71.2		12.9		3.78

		9470		保護者 ホゴシャ		%				父親×女子		80		27.5		42.5		10		12.5		5		2.5		70		17.5		3.77

		9471		保護者 ホゴシャ		%				母親×男子		742		29.6		43.8		15.5		7.1		2.3		1.6		73.5		9.4		3.93

		9472		保護者 ホゴシャ		%				母親×女子		703		33.6		43.5		13.1		7.4		1.3		1.1		77.1		8.7		4.02

		9473		保護者 ホゴシャ		%				その他×男子		10		40		20		30		0		0		10		60		0		4.11

		9474		保護者 ホゴシャ		%				その他×女子		3		33.3		33.3		33.3		0		0		0		66.7		0		4

		9475		保護者 ホゴシャ		%				《所属学科別》

		9476		保護者 ホゴシャ		%				普通科		1304		29.8		44.5		13.7		8.8		2		1.2		74.3		10.8		3.92

		9477		保護者 ホゴシャ		%				専門学科		350		34		39.4		15.7		3.1		2.3		5.4		73.4		5.4		4.05

		9478		保護者 ホゴシャ		%				総合学科		68		27.9		47.1		16.2		7.4		1.5		0		75		8.8		3.93

		9479		保護者 ホゴシャ		%				《都道府県別》

		9480		保護者 ホゴシャ		%				北海道		205		31.2		44.4		17.1		3.4		1.5		2.4		75.6		4.9		4.03

		9481		保護者 ホゴシャ		%				岩手県・福島県		170		27.1		47.1		8.8		13.5		2.9		0.6		74.1		16.5		3.82

		9482		保護者 ホゴシャ		%				岩手県		77		20.8		49.4		11.7		15.6		2.6		0		70.1		18.2		3.7

		9483		保護者 ホゴシャ		%				福島県		93		32.3		45.2		6.5		11.8		3.2		1.1		77.4		15.1		3.92

		9484		保護者 ホゴシャ		%				群馬県		207		26.1		46.9		19.3		6.3		0.5		1		72.9		6.8		3.93

		9485		保護者 ホゴシャ		%				東京都		162		26.5		38.9		16		14.8		3.7		0		65.4		18.5		3.7

		9486		保護者 ホゴシャ		%				長野県		143		32.9		44.1		9.8		7		2.8		3.5		76.9		9.8		4.01

		9487		保護者 ホゴシャ		%				岐阜県		224		29		46		12.9		11.2		0.9		0		75		12.1		3.91

		9488		保護者 ホゴシャ		%				大阪府・和歌山県		168		31.5		42.3		14.3		7.1		1.2		3.6		73.8		8.3		3.99

		9489		保護者 ホゴシャ		%				大阪府		91		36.3		36.3		14.3		4.4		2.2		6.6		72.5		6.6		4.07

		9490		保護者 ホゴシャ		%				和歌山県		77		26		49.4		14.3		10.4		0		0		75.3		10.4		3.91

		9491		保護者 ホゴシャ		%				岡山県		207		37.2		43.5		11.1		3.9		2.9		1.4		80.7		6.8		4.1

		9492		保護者 ホゴシャ		%				長崎県		236		33.1		39		16.5		3.8		2.5		5.1		72		6.4		4.01

		9493		保護者 ホゴシャ		%				《高校タイプ別》

		9494		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率95％以上		378		25.1		46.8		13		11.6		2.9		0.5		72		14.6		3.8

		9495		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率70～95％未満		640		29.1		45.9		15		8		1.4		0.6		75		9.4		3.94

		9496		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率40～70％未満		204		34.3		41.7		13.7		7.4		2		1		76		9.3		4

		9497		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率40％未満		500		35.2		38.8		14.4		4.2		2.2		5.2		74		6.4		4.06

		9498		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率70％以上上記該当校・計		1018		27.6		46.3		14.2		9.3		2		0.6		73.9		11.3		3.89

		9499		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率70％未満上記該当校・計		704		34.9		39.6		14.2		5.1		2.1		4		74.6		7.2		4.04

		9500		保護者 ホゴシャ		%				《希望進路別》

		9501		保護者 ホゴシャ		%				進学希望		1192		29.8		45.8		13.1		9		2.1		0.3		75.6		11.1		3.92

		9502		保護者 ホゴシャ		%				大学・短大進学		1063		28.6		46.4		13		9.6		2.2		0.3		75		11.8		3.9

		9503		保護者 ホゴシャ		%				大学進学		1021		27.9		46.4		13.1		10		2.3		0.3		74.3		12.2		3.88

		9504		保護者 ホゴシャ		%				短大進学		35		42.9		48.6		8.6		0		0		0		91.4		0		4.34

		9505		保護者 ホゴシャ		%				専門職大学		7		57.1		28.6		14.3		0		0		0		85.7		0		4.43

		9506		保護者 ホゴシャ		%				専門学校		129		39.5		41.1		14		3.9		1.6		0		80.6		5.4		4.13

		9507		保護者 ホゴシャ		%				就職		178		37.1		34.3		15.2		4.5		1.1		7.9		71.3		5.6		4.1

		9508		保護者 ホゴシャ		%				海外の大学等への進学		1		0		100		0		0		0		0		100		0		4

		9509		保護者 ホゴシャ		%				その他		5		40		40		20		0		0		0		80		0		4.2

		9510		保護者 ホゴシャ		%				何でもよい		318		30.5		42.8		18.9		4.7		2.5		0.6		73.3		7.2		3.95

		9511		保護者 ホゴシャ		%				無回答		28		25		14.3		3.6		3.6		0		53.6		39.3		3.6		4.31

		9512		保護者 ホゴシャ		%				《進路について話す頻度別》

		9513		保護者 ホゴシャ		%				話す・計		1526		30.1		44.8		13.4		7.8		2		2		74.8		9.8		3.95

		9514		保護者 ホゴシャ		%				よく話をする		398		32.9		43.5		9		9.8		3.3		1.5		76.4		13.1		3.94

		9515		保護者 ホゴシャ		%				時々話をする		1128		29.1		45.2		14.9		7.1		1.6		2.1		74.3		8.7		3.95

		9516		保護者 ホゴシャ		%				話さない・計		193		34.7		34.7		20.7		6.2		2.1		1.6		69.4		8.3		3.95

		9517		保護者 ホゴシャ		%				あまり話さない		178		34.8		35.4		20.2		5.6		2.2		1.7		70.2		7.9		3.97

		9518		保護者 ホゴシャ		%				まったく話さない		15		33.3		26.7		26.7		13.3		0		0		60		13.3		3.8

		9519		保護者 ホゴシャ		%				《希望進路や、進路に対する考えの認知別》

		9520		保護者 ホゴシャ		%				知っている・計		1560		30.8		44		13.3		7.8		2.2		1.9		74.8		10		3.95

		9521		保護者 ホゴシャ		%				よく知っている		739		31.1		43.7		11.8		9.5		2.7		1.2		74.8		12.2		3.92

		9522		保護者 ホゴシャ		%				少し知っている		821		30.5		44.3		14.7		6.3		1.7		2.4		74.8		8		3.98

		9523		保護者 ホゴシャ		%				知らない・計		159		28.9		39.6		22.6		5.7		0.6		2.5		68.6		6.3		3.93

		9524		保護者 ホゴシャ		%				あまり知らない		143		29.4		41.3		21.7		4.9		0.7		2.1		70.6		5.6		3.96

		9525		保護者 ホゴシャ		%				まったく知らない		16		25		25		31.3		12.5		0		6.3		50		12.5		3.67

		9526		保護者 ホゴシャ		%				《進路に関する悩みや不安の認知》

		9527		保護者 ホゴシャ		%				知っている・計		1193		30.8		43.6		13.2		8.3		2.5		1.6		74.4		10.8		3.93

		9528		保護者 ホゴシャ		%				よく知っている		392		34.4		42.9		8.7		7.9		4.1		2		77.3		12		3.98

		9529		保護者 ホゴシャ		%				少し知っている		801		29.1		43.9		15.4		8.5		1.7		1.4		73		10.2		3.91

		9530		保護者 ホゴシャ		%				知らない・計		520		30		43.7		16.7		6		1		2.7		73.7		6.9		3.98

		9531		保護者 ホゴシャ		%				あまり知らない		472		28.8		44.9		16.5		5.9		1.1		2.8		73.7		7		3.97

		9532		保護者 ホゴシャ		%				まったく知らない		48		41.7		31.3		18.8		6.3		0		2.1		72.9		6.3		4.11

		9533		保護者 ホゴシャ		%				《進路の悩みや不安のアドバイス別》

		9534		保護者 ホゴシャ		%				している・計		1353		30.8		43.6		13.5		8		2.6		1.6		74.4		10.6		3.94

		9535		保護者 ホゴシャ		%				よくしている		391		34		42.7		10.2		8.2		3.6		1.3		76.7		11.8		3.97

		9536		保護者 ホゴシャ		%				少ししている		962		29.5		44		14.8		7.9		2.2		1.7		73.5		10.1		3.92

		9537		保護者 ホゴシャ		%				していない・計		360		29.7		43.6		17.2		6.4		0		3.1		73.3		6.4		4

		9538		保護者 ホゴシャ		%				あまりしていない		316		28.5		45.3		16.8		6		0		3.5		73.7		6		4

		9539		保護者 ホゴシャ		%				まったくしていない		44		38.6		31.8		20.5		9.1		0		0		70.5		9.1		4

		9540		保護者 ホゴシャ		%				《アドバイスの難しさ別》

		9541		保護者 ホゴシャ		%				難しい・計		1230		31.2		44.6		13.8		7.2		1.5		1.5		75.9		8.8		3.98

		9542		保護者 ホゴシャ		%				非常に難しい		337		39.5		38.6		12.5		5.9		2.1		1.5		78		8		4.09

		9543		保護者 ホゴシャ		%				やや難しい		893		28.1		46.9		14.3		7.7		1.3		1.6		75		9.1		3.94

		9544		保護者 ホゴシャ		%				難しいとは感じていない		478		29.3		41		15.1		8.8		3.3		2.5		70.3		12.1		3.86

		9545		保護者 ホゴシャ		%				その他		4		0		50		25		0		0		25		50		0		3.67

		9546		保護者 ホゴシャ		%				《働くことについての気がかり別》

		9547		保護者 ホゴシャ		%				ある		1100		32		44.5		12.8		7.5		1.5		1.7		76.5		8.9		4

		9548		保護者 ホゴシャ		%				ない		463		26.3		43.6		16.2		8.9		3.5		1.5		70		12.3		3.82

		9549		保護者 ホゴシャ		%				子どもが働くことについて考えたことがない		38		28.9		26.3		36.8		5.3		2.6		0		55.3		7.9		3.74

		9550		保護者 ホゴシャ		%				《未来社会の好ましさ別》

		9551		保護者 ホゴシャ		%				好ましい・計		585		27.4		45.1		13.3		9.6		3.6		1		72.5		13.2		3.84

		9552		保護者 ホゴシャ		%				とても好ましい社会だ		27		33.3		33.3		18.5		7.4		3.7		3.7		66.7		11.1		3.88

		9553		保護者 ホゴシャ		%				まあまあ好ましい社会だ		558		27.1		45.7		13.1		9.7		3.6		0.9		72.8		13.3		3.84

		9554		保護者 ホゴシャ		%				好ましくない・計		823		32.6		45.3		12.5		7.4		1.1		1.1		77.9		8.5		4.02

		9555		保護者 ホゴシャ		%				あまり好ましい社会ではない		773		31.7		46.8		12.2		7.5		0.9		0.9		78.5		8.4		4.02

		9556		保護者 ホゴシャ		%				非常に好ましくない社会だ		50		46		22		18		6		4		4		68		10		4.04

		9557		保護者 ホゴシャ		%				《仕事内容、楽しさについて話す状況別》

		9558		保護者 ホゴシャ		%				話す・計		1071		30.6		43.9		13.4		8.3		2.3		1.5		74.5		10.6		3.94

		9559		保護者 ホゴシャ		%				よく話す		335		37.9		37.3		11.9		8.1		3.6		1.2		75.2		11.6		3.99

		9560		保護者 ホゴシャ		%				時々話す		736		27.3		46.9		14		8.4		1.8		1.6		74.2		10.2		3.91

		9561		保護者 ホゴシャ		%				話さない・計		608		30.6		43.9		16.3		6.3		1.6		1.3		74.5		7.9		3.97

		9562		保護者 ホゴシャ		%				ほとんど話さない		568		29.2		44.5		16.7		6.5		1.6		1.4		73.8		8.1		3.95

		9563		保護者 ホゴシャ		%				まったく話さない		40		50		35		10		2.5		2.5		0		85		5		4.28

		9564		保護者 ホゴシャ		%				《子どもの将来へのグローバル化の影響》

		9565		保護者 ホゴシャ		%				ある		824		31.3		45		11.9		8.9		2.4		0.5		76.3		11.3		3.94

		9566		保護者 ホゴシャ		%				ない		73		31.5		41.1		9.6		5.5		8.2		4.1		72.6		13.7		3.86

		9567		保護者 ホゴシャ		%				わからない		754		29.2		43.2		17.9		6.6		1.1		2		72.4		7.7		3.95

		9568		保護者 ホゴシャ		%				《子どもを留学させたいか》

		9569		保護者 ホゴシャ		%				留学させたい・計		416		32		42.8		12.7		8.7		3.4		0.5		74.8		12		3.92

		9570		保護者 ホゴシャ		%				留学させたい		116		37.9		37.1		11.2		7.8		5.2		0.9		75		12.9		3.96

		9571		保護者 ホゴシャ		%				できれば留学させたい		300		29.7		45		13.3		9		2.7		0.3		74.7		11.7		3.9

		9572		保護者 ホゴシャ		%				留学させたいと思わない・計		619		35.9		41.8		14.1		4.8		1.3		2.1		77.7		6.1		4.08

		9573		保護者 ホゴシャ		%				あまり留学させたいと思わない		291		35.1		46		13.1		3.4		1		1.4		81.1		4.5		4.12

		9574		保護者 ホゴシャ		%				留学させたいと思わない		328		36.6		38.1		14.9		6.1		1.5		2.7		74.7		7.6		4.05

		9575		保護者 ホゴシャ		%				どちらでもよい		619		23.7		47.5		16		9.9		1.9		1		71.2		11.8		3.82

		9576		保護者 ホゴシャ		%				《グローバル社会に通用する人材について》

		9577		保護者 ホゴシャ		%				なってほしい・計		729		29.2		46.8		12.6		8.1		2.6		0.7		76		10.7		3.93

		9578		保護者 ホゴシャ		%				ぜひなってほしい		218		36.2		41.7		9.2		8.7		4.1		0		78		12.8		3.97

		9579		保護者 ホゴシャ		%				できればなってほしい		511		26.2		48.9		14.1		7.8		2		1		75.1		9.8		3.91

		9580		保護者 ホゴシャ		%				なってほしいと思わない・計		81		28.4		44.4		14.8		6.2		2.5		3.7		72.8		8.6		3.94

		9581		保護者 ホゴシャ		%				あまりなってほしいと思わない		36		30.6		33.3		19.4		8.3		2.8		5.6		63.9		11.1		3.85

		9582		保護者 ホゴシャ		%				なってほしいと思わない		45		26.7		53.3		11.1		4.4		2.2		2.2		80		6.7		4

		9583		保護者 ホゴシャ		%				どちらでもよい		825		31.6		42.1		15.6		7.4		1.6		1.7		73.7		9		3.96

		9584		保護者 ホゴシャ		%				《子どもの将来へのＡＩ発達の影響》

		9585		保護者 ホゴシャ		%				ある		667		31.8		45.1		10.9		9.4		1.9		0.7		76.9		11.4		3.96

		9586		保護者 ホゴシャ		%				ない		65		24.6		49.2		7.7		9.2		6.2		3.1		73.8		15.4		3.79

		9587		保護者 ホゴシャ		%				わからない		896		30.2		42.6		17.3		6.3		1.9		1.7		72.9		8.1		3.95

		9588		保護者 ホゴシャ		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜全ベース＞》

		9589		保護者 ホゴシャ		%				利用したい・計		704		40.6		46.4		9.4		2.7		0.6		0.3		87.1		3.3		4.24

		9590		保護者 ホゴシャ		%				ぜひ利用した		237		59.5		34.2		4.6		0.4		1.3		0		93.7		1.7		4.5

		9591		保護者 ホゴシャ		%				できれば利用したい		467		31		52.7		11.8		3.9		0.2		0.4		83.7		4.1		4.11

		9592		保護者 ホゴシャ		%				利用したくない・計		533		28.3		46.5		11.3		10.1		3.6		0.2		74.9		13.7		3.86

		9593		保護者 ホゴシャ		%				あまり利用したくない		406		30.8		50		12.3		5.9		1		0		80.8		6.9		4.04

		9594		保護者 ホゴシャ		%				まったく利用したくない		127		20.5		35.4		7.9		23.6		11.8		0.8		55.9		35.4		3.29

		9595		保護者 ホゴシャ		%				わからない		407		18.9		38.6		26.3		13.5		2.7		0		57.5		16.2		3.57

		9596		保護者 ホゴシャ		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜進学希望者ベース＞》

		9597		保護者 ホゴシャ		%				利用したい・計		500		39.4		48.4		8.2		3		0.8		0.2		87.8		3.8		4.23

		9598		保護者 ホゴシャ		%				ぜひ利用した		171		57.3		36.3		4.1		0.6		1.8		0		93.6		2.3		4.47

		9599		保護者 ホゴシャ		%				できれば利用したい		329		30.1		54.7		10.3		4.3		0.3		0.3		84.8		4.6		4.1

		9600		保護者 ホゴシャ		%				利用したくない・計		423		26.7		47		10.6		11.6		3.8		0.2		73.8		15.4		3.82

		9601		保護者 ホゴシャ		%				あまり利用したくない		317		29		51.1		11.7		6.9		1.3		0		80.1		8.2		4

		9602		保護者 ホゴシャ		%				まったく利用したくない		106		19.8		34.9		7.5		25.5		11.3		0.9		54.7		36.8		3.27

		9603		保護者 ホゴシャ		%				わからない		249		15.3		39.4		26.5		16.9		2		0		54.6		18.9		3.49



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33
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調査数

保護者 1722 91.1 83.3 76.8 56.0 55.6 42.0 39.8 31.8 31.4 26.1 23.1 19.6

高校生 1987 88.6 88.5 82.8 60.3 53.6 37.3 44.7 30.0 25.4 44.8 42.0 38.8

※ ｢2017年・保護者｣降順ソート 100.0 各属性で最も高い

100.0 各属性で２～５番目に高い
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■進路に関する考え方は、保護者・高校生ともに「将来役に立つ資格を身につ
けてほしい/つけたい」がトップ。

・保護者の考え方をみると、
1～3位は将来志向（資格取得・安定した仕事・手に職）、
4～7位は費用関連（学費・国公立進学・奨学金活用・家計）となっている。

【保護者・高校生】進路に関する考え方

5

【保護者・高校生】進路に関する価値観（全体／「思う・計」）


リリース用加工

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		4		2		8		9		11		12		5		10		3		7		6				6		6		6		0

																												Ａ		Ｄ		Ｂ		Ｈ		Ｉ		Ｋ		Ｌ		Ｅ		Ｊ		Ｃ		Ｇ		Ｆ

																										調査数		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい								平均回答数 ヘイキンカイトウスウ		調査数 チョウサスウ

				3		0		0		0		0		0								全体 ゼンタイ				Q10A~L. 保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：｢思う･計｣一覧<全ベース>																																						全体 ゼンタイ

		2017		6		4281		保護者		%		0										全体 ゼンタイ				調査数		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい				できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		調査数				全体 ゼンタイ

		2017		6		4281		保護者		%		0										調査数		調査数		調査数		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい				できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		調査数		調査数		調査数

		2017		6		4281		保護者		%		0										調査数		調査数		調査数		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい				できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		調査数		調査数		調査数

		2017		6		4281		保護者		%		0										調査数		調査数		調査数		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい				できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		調査数		調査数		調査数

		2017		7		4282		保護者		%				全体		●				2017年 ネン		全体 ゼンタイ				1722		91.1		83.3		76.8		56.0		55.6		42.0		39.8		31.8		31.4		26.1		23.1		19.6				19.6		19.6		19.6		1722.0				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2017		9		4284		保護者		%		《続柄別》		父親		●				続柄別 ゾクガラベツ		父親 チチオヤ				220		84.1		78.2		63.2		57.7		63.6		40.9		40.9		27.7		28.2		25.9		30.9		27.7				27.7		27.7		27.7		220.0				父親 チチオヤ		続柄別 ゾクガラベツ

		2017		10		4285		保護者		%				母親		●						母親 ハハオヤ				1449		92.5		84.3		79.2		56.3		55.0		42.4		39.6		32.3		32.2		25.6		22.4		18.7				18.7		18.7		18.7		1449.0				母親 ハハオヤ

		2017		11		4286		保護者		%				その他		×						その他				13		84.6		76.9		46.2		38.5		38.5		30.8		61.5		30.8		23.1		46.2		―		―				―		―		―		13.0				その他

		2017		13		4288		保護者		%		《子どもの性別》		男子		●				子ども
性別 コセイベツ		男子 ダンシ				891		89.8		82.4		72.3		54.5		57.8		39.5		38.2		28.3		27.0		24.9		24.8		21.9				21.9		21.9		21.9		891.0				男子 ダンシ		子ども
性別 コセイベツ

		2017		14		4289		保護者		%				女子		●						女子 ジョシ				787		93.0		84.6		82.0		58.2		54.0		45.4		41.8		35.5		37.0		26.7		21.7		17.4				17.4		17.4		17.4		787.0				女子 ジョシ

		2017		16		4291		保護者		%		《続柄×子どもの性別》		父親×男子		●				続柄×
子ども
性別 ゾクガラコセイベツ		父親×男子				139		82.0		77.7		58.3		58.3		63.3		38.8		40.3		24.5		23.0		25.9		33.8		28.8				28.8		28.8		28.8		139.0				父親×男子		続柄×
子ども
性別 ゾクガラコセイベツ

		2017		17		4292		保護者		%				父親×女子		●						父親×女子				80		87.5		78.8		71.3		57.5		65.0		45.0		41.3		33.8		37.5		25.0		26.3		26.3				26.3		26.3		26.3		80.0				父親×女子

		2017		18		4293		保護者		%				母親×男子		●						母親×男子				742		91.4		83.3		75.3		53.9		56.9		39.8		37.5		29.0		27.9		24.4		23.5		20.9				20.9		20.9		20.9		742.0				母親×男子

		2017		19		4294		保護者		%				母親×女子		●						母親×女子				703		93.6		85.3		83.2		58.6		52.9		45.4		41.8		35.6		37.0		26.9		21.3		16.5				16.5		16.5		16.5		703.0				母親×女子

		2017		20		4295		保護者		%				その他×男子		×						その他×男子				10		80.0		80.0		40.0		50.0		50.0		30.0		60.0		30.0		20.0		50.0		―		―				―		―		―		10.0				その他×男子

		2017		21		4296		保護者		%				その他×女子		×						その他×女子				3		100.0		66.7		66.7		―		―		33.3		66.7		33.3		33.3		33.3		―		―				―		―		―		3.0				その他×女子

		2017		23		4298		保護者		%		《所属学科別》		普通科		●				学科別 ガッカベツ		普通科				1304		90.3		82.7		74.6		61.3		62.0		43.2		40.6		30.8		33.6		21.8		26.5		23.2				23.2		23.2		23.2		1304.0				普通科		学科別 ガッカベツ

		2017		24		4299		保護者		%				専門学科		●						専門学科				350		93.4		84.9		84.9		35.1		28.6		38.3		36.0		33.1		20.9		41.4		9.1		6.9				6.9		6.9		6.9		350.0				専門学科

		2017		25		4300		保護者		%				総合学科		●						総合学科				68		94.1		86.8		76.5		61.8		70.6		39.7		45.6		44.1		42.6		29.4		30.9		17.6				17.6		17.6		17.6		68.0				総合学科

		2017		26		4301		保護者		%		総合学科		《都道府県別》		×				都道府県
別 トドウフケンベツ		北海道				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				北海道		都道府県
別 トドウフケンベツ

		2017		27		4302		保護者		%				北海道		×						青森県				205		94.1		84.9		80.0		50.7		48.3		46.3		40.5		34.1		28.8		31.2		18.0		14.6				14.6		14.6		14.6		205.0				青森県

		2017		28		4303		保護者		%				岩手県・福島県		×						茨城県				170		91.2		85.9		75.3		57.6		71.8		42.4		41.2		27.1		20.0		20.6		24.7		28.2				28.2		28.2		28.2		170.0				茨城県

		2017		29		4304		保護者		%				岩手県		×						東京都				77		90.9		83.1		76.6		57.1		76.6		35.1		35.1		31.2		20.8		18.2		33.8		36.4				36.4		36.4		36.4		77.0				東京都

		2017		30		4305		保護者		%				福島県		×						新潟県				93		91.4		88.2		74.2		58.1		67.7		48.4		46.2		23.7		19.4		22.6		17.2		21.5				21.5		21.5		21.5		93.0				新潟県

		2017		31		4306		保護者		%				群馬県		×						愛知県				207		88.9		80.2		70.5		53.1		57.5		42.0		41.1		37.2		32.9		26.6		21.7		14.0				14.0		14.0		14.0		207.0				愛知県

		2017		32		4307		保護者		%				東京都		×						大阪府				162		85.8		81.5		71.0		52.5		40.7		33.3		34.0		19.8		40.1		14.2		33.3		28.4				28.4		28.4		28.4		162.0				大阪府

		2017		33		4308		保護者		%				長野県		×						鳥取県				143		88.8		79.7		76.9		53.1		48.3		39.9		40.6		33.6		25.9		32.9		17.5		14.7				14.7		14.7		14.7		143.0				鳥取県

		2017		34		4309		保護者		%				岐阜県		×						佐賀県				224		94.6		83.0		77.2		71.0		65.6		45.1		42.9		30.8		47.3		22.8		29.9		24.6				24.6		24.6		24.6		224.0				佐賀県

		2017		41		4316		保護者		%		《高校タイプ別》		大短進学率95％以上		●				大短
進学率別 オオタンシンガクリツベツ		95%以上 イジョウ				378		88.6		84.4		70.1		64.0		78.8		34.4		35.2		26.7		29.6		16.4		39.4		39.9				39.9		39.9		39.9		378.0				95%以上 イジョウ		大短
進学率
別 オオタンシンガクリツベツ

		2017		42		4317		保護者		%				大短進学率70～95％未満		●						70～95%未満 ミマン				640		91.7		83.0		75.0		65.3		67.7		42.8		40.5		33.1		36.4		23.3		28.0		21.4				21.4		21.4		21.4		640.0				70～95%未満 ミマン

		2017		43		4318		保護者		%				大短進学率40～70％未満		●						40～70%未満 ミマン				204		93.1		88.2		78.4		56.9		44.6		52.5		47.5		32.8		36.8		22.5		17.2		13.7				13.7		13.7		13.7		204.0				40～70%未満 ミマン

		2017		44		4319		保護者		%				大短進学率40％未満		●						40%未満 ミマン				500		91.2		80.8		83.4		37.8		27.0		42.6		39.4		33.4		24.0		38.4		7.0		4.4				4.4		4.4		4.4		500.0				40%未満 ミマン

		2017		45		4320		保護者		%				大短進学率70％以上上記該当校・計		×						70%以上・計 イジョウケイ				1018		90.6		83.5		73.2		64.8		71.8		39.7		38.5		30.7		33.9		20.7		32.2		28.3				28.3		28.3		28.3		1018.0				70%以上・計 イジョウケイ

		2017		46		4321		保護者		%				大短進学率70％未満上記該当校・計		×						70%未満・計 ミマンケイ				704		91.8		83.0		82.0		43.3		32.1		45.5		41.8		33.2		27.7		33.8		9.9		7.1				7.1		7.1		7.1		704.0				70%未満・計 ミマンケイ

		2017		47		4322		保護者		%		大短進学率70％未満上記該当校・計		《希望進路別》		×				希望進路
別 キボウシンロベツ		進学希望・計 シンガクキボウケイ				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				進学希望・計 シンガクキボウケイ		希望進路
別 キボウシンロベツ

		2017		49		4324		保護者		%				大学・短大進学		●						大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク				1063		91.7		85.1		73.9		64.8		72.2		42.8		39.9		32.8		35.8		18.8		33.5		29.8				29.8		29.8		29.8		1063.0				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク

		2017		50		4325		保護者		%				大学進学		●								大学進学 ダイガクシンガク		1021		91.5		84.7		73.4		64.5		73.2		41.7		38.5		32.4		34.8		18.3		34.4		30.8				30.8		30.8		30.8		1021.0		大学進学 ダイガクシンガク

		2017		51		4326		保護者		%				短大進学		●								短大進学 タンダイシンガク		35		97.1		97.1		91.4		71.4		48.6		77.1		74.3		48.6		65.7		34.3		11.4		5.7				5.7		5.7		5.7		35.0		短大進学 タンダイシンガク

		2017		52		4327		保護者		%				専門職大学		●								専門職大学進学 センモンショクダイガクシンガク		7		100.0		85.7		71.4		71.4		42.9		28.6		71.4		14.3		42.9		14.3		14.3		14.3				14.3		14.3		14.3		7.0		短大進学 タンダイシンガク

		2017		53		4328		保護者		%				専門学校		●						専門学校進学 センモンガッコウシンガク				129		98.4		79.1		91.5		56.6		26.4		60.5		54.3		35.7		33.3		31.8		7.8		3.9				3.9		3.9		3.9		129.0				専門学校進学 センモンガッコウシンガク

		2017		54		4329		保護者		%				就職		●						就職 シュウショク				178		90.4		88.2		80.3		23.6		16.9		28.1		36.0		38.8		14.6		59.6		3.9		2.2				2.2		2.2		2.2		178.0				就職 シュウショク

		2017		55		4330		保護者		%				海外の大学等への進学		×						留学 リュウガク				1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		1.0				留学 リュウガク

		2017		56		4331		保護者		%				その他		×						その他 ホカ				5		100.0		80.0		100.0		40.0		40.0		40.0		60.0		―		20.0		40.0		―		―				―		―		―		5.0				その他 ホカ

		2017		57		4332		保護者		%				何でもよい		×						何でもよい ナン				318		89.6		79.6		81.1		47.5		37.1		41.5		36.5		24.5		27.0		29.6		7.2		3.8				3.8		3.8		3.8		318.0				何でもよい ナン

		2017		58		4333		保護者		%				無回答		×						無回答 ムカイトウ				28		53.6		46.4		42.9		28.6		21.4		25.0		32.1		17.9		10.7		21.4		7.1		―				―		―		―		28.0				無回答 ムカイトウ

		2017		60		4335		保護者		%		《進路について話す頻度別》		話す・計		●				進路対話
頻度別 シンロタイワヒンドベツ		話す･計 ハナケイ				1526		91.4		83.8		76.7		56.1		55.8		42.0		38.7		32.7		31.5		25.6		23.9		20.5				20.5		20.5		20.5		1526.0				話す･計 ハナケイ		進路対話
頻度別 シンロタイワヒンドベツ

		2017		61		4336		保護者		%				よく話をする		●								よく話をする ハナ		398		91.7		84.7		76.9		57.3		58.8		45.2		39.9		33.4		30.9		22.9		24.6		22.6				22.6		22.6		22.6		398.0		よく話をする ハナ

		2017		62		4337		保護者		%				時々話をする		●								時々話をする トキドキハナシ		1128		91.3		83.5		76.6		55.7		54.8		40.9		38.3		32.4		31.6		26.6		23.6		19.8				19.8		19.8		19.8		1128.0		たまに話をする ハナシ

		2017		63		4338		保護者		%				話さない・計		●						話さない･計 ハナシケイ				193		88.6		79.8		77.7		56.0		53.9		43.0		48.7		24.9		31.1		29.0		17.6		12.4				12.4		12.4		12.4		193.0				話さない･計 ハナシケイ

		2017		64		4339		保護者		%				あまり話さない		●								あまり話さない ハナ		178		88.2		79.8		77.0		56.7		53.9		43.3		48.9		26.4		32.0		29.8		17.4		12.9				12.9		12.9		12.9		178.0		あまり話さない ハナ

		2017		65		4340		保護者		%				まったく話さない		●								まったく話さない ハナ		15		93.3		80.0		86.7		46.7		53.3		40.0		46.7		6.7		20.0		20.0		20.0		6.7				6.7		6.7		6.7		15.0		まったく話さない ハナ

		2017		66		4341		保護者		%		まったく話さない		《希望進路や、進路に対する考えの認知別》		×				希望進路
に関する
認知別 キボウシンロカンニンチベツ		知っている･計 シケイ				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				知っている･計 シケイ		希望進路
に関する
認知別 キボウシンロカンニンチベツ

		2017		67		4342		保護者		%				知っている・計		×								よく知っている シ		1560		91.3		83.5		76.7		56.2		56.0		42.2		39.2		31.9		31.2		25.3		23.8		20.3				20.3		20.3		20.3		1560.0		よく知っている シ

		2017		68		4343		保護者		%				よく知っている		×								少し知っている スコシ		739		91.7		84.3		78.5		57.2		58.3		44.5		37.6		33.0		31.7		22.2		23.7		20.7				20.7		20.7		20.7		739.0		少し知っている スコシ

		2017		69		4344		保護者		%				少し知っている		×						知らない･計 シケイ				821		90.9		82.8		75.0		55.2		54.0		40.1		40.6		30.8		30.7		28.0		24.0		19.9				19.9		19.9		19.9		821.0				知らない･計 シケイ

		2017		70		4345		保護者		%				知らない・計		×								あまり知らない シ		159		89.3		81.8		78.0		55.3		51.6		41.5		46.5		31.4		34.0		33.3		16.4		13.2				13.2		13.2		13.2		159.0		あまり知らない シ

		2017		71		4346		保護者		%				あまり知らない		×								まったく知らない シ		143		89.5		82.5		78.3		56.6		54.5		42.7		46.9		32.9		35.0		33.6		16.8		14.0				14.0		14.0		14.0		143.0		まったく知らない シ

		2017		72		4347		保護者		%		あまり知らない		まったく知らない		×				進路の
悩み不安
に関する
認知別 シンロナヤフアンカンニンチベツ		知っている･計 シケイ				16		87.5		75.0		75.0		43.8		25.0		31.3		43.8		18.8		25.0		31.3		12.5		6.3				6.3		6.3		6.3		16.0				知っている･計 シケイ		進路の
悩み不安
に関する
認知別 シンロナヤフアンカンニンチベツ

		2017		73		4348		保護者		%				《進路に関する悩みや不安の認知》		×								よく知っている シ		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		よく知っている シ

		2017		74		4349		保護者		%				知っている・計		×								少し知っている スコシ		1193		91.1		82.9		77.1		56.2		56.8		42.3		38.3		32.4		32.2		24.7		23.3		19.9				19.9		19.9		19.9		1193.0		少し知っている スコシ

		2017		75		4350		保護者		%				よく知っている		×						知らない･計 シケイ				392		90.3		83.9		77.0		55.4		56.1		43.4		36.7		34.4		34.7		21.9		21.7		19.4				19.4		19.4		19.4		392.0				知らない･計 シケイ

		2017		76		4351		保護者		%				少し知っている		×								あまり知らない シ		801		91.5		82.4		77.2		56.7		57.2		41.8		39.1		31.3		31.0		26.1		24.1		20.1				20.1		20.1		20.1		801.0		あまり知らない シ

		2017		77		4352		保護者		%				知らない・計		×								まったく知らない シ		520		91.3		84.4		76.3		56.0		52.9		41.7		43.3		30.6		29.8		28.8		23.1		18.8				18.8		18.8		18.8		520.0		まったく知らない シ

		2017		78		4353		保護者		%		知らない・計		あまり知らない		×				進路の
悩み不安
に関する
アドバイス
状況別 シンロナヤフアンカンジョウキョウベツ		している･計 ケイ				472		92.2		84.7		76.7		56.8		52.8		41.9		43.0		31.6		30.5		29.2		23.3		19.3				19.3		19.3		19.3		472.0				している･計 ケイ		進路の
悩み不安
に関する
アドバイス
状況別 シンロナヤフアンカンジョウキョウベツ

		2017		79		4354		保護者		%				まったく知らない		×								よくしている		48		83.3		81.3		72.9		47.9		54.2		39.6		45.8		20.8		22.9		25.0		20.8		14.6				14.6		14.6		14.6		48.0		よくしている

		2017		80		4355		保護者		%				《進路の悩みや不安のアドバイス別》		×								少ししている スコ		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		少ししている スコ

		2017		81		4356		保護者		%				している・計		×						していない･計 ケイ				1353		91.7		83.1		77.5		55.4		55.2		42.0		38.0		33.3		32.4		25.7		22.9		19.7				19.7		19.7		19.7		1353.0				していない･計 ケイ

		2017		82		4357		保護者		%				よくしている		×								あまりしていない		391		92.1		85.2		78.5		57.8		59.3		44.8		38.1		35.8		35.5		24.0		22.8		20.5				20.5		20.5		20.5		391.0		あまりしていない

		2017		83		4358		保護者		%				少ししている		×								まったくしていない		962		91.6		82.2		77.0		54.5		53.5		40.9		37.9		32.2		31.1		26.4		23.0		19.4				19.4		19.4		19.4		962.0		まったくしていない

		2017		84		4359		保護者		%		少ししている		していない・計		×				アドバイス
難しさ別 ムズカベツ		難しい･計 ムズカケイ				360		89.2		84.4		74.2		59.4		57.2		43.1		46.9		26.4		27.5		27.2		24.4		19.4				19.4		19.4		19.4		360.0				難しい･計 ムズカケイ		アドバイス
難しさ別 ムズカベツ

		2017		85		4360		保護者		%				あまりしていない		×								非常に難しい ヒジョウムズカ		316		88.9		84.2		75.0		59.5		56.6		43.0		46.8		26.3		26.6		28.2		25.0		19.3				19.3		19.3		19.3		316.0		非常に難しい ヒジョウムズカ

		2017		86		4361		保護者		%				まったくしていない		×								やや難しい ムズカ		44		90.9		86.4		68.2		59.1		61.4		43.2		47.7		27.3		34.1		20.5		20.5		20.5				20.5		20.5		20.5		44.0		やや難しい ムズカ

		2017		87		4362		保護者		%				《アドバイスの難しさ別》		×						難しくない ムズカ				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				難しくない ムズカ

		2017		88		4363		保護者		%				難しい・計		×						その他 ホカ				1230		92.1		84.6		77.8		59.4		59.0		43.3		40.6		32.8		33.1		25.1		25.3		21.9				21.9		21.9		21.9		1230.0				その他 ホカ

		2017		89		4364		保護者		%		難しい・計		非常に難しい		×				働くことの
気がかり別		気がかりあり キ				337		92.9		85.8		78.6		59.6		66.5		45.1		45.7		30.6		32.9		19.9		27.3		23.4				23.4		23.4		23.4		337.0				気がかりあり キ		働くことの
気がかり別

		2017		90		4365		保護者		%				やや難しい		×						気がかりなし キ				893		91.8		84.2		77.5		59.4		56.2		42.7		38.6		33.6		33.1		27.1		24.5		21.3				21.3		21.3		21.3		893.0				気がかりなし キ

		2017		91		4366		保護者		%				難しいとは感じていない		×						考えたことがない カンガ				478		88.7		80.3		74.7		47.3		46.9		39.1		37.7		28.9		27.0		28.2		17.8		13.6				13.6		13.6		13.6		478.0				考えたことがない カンガ

		2017		92		4367		保護者		%		難しいとは感じていない		その他		×				未来社会
展望別 ミライシャカイテンボウベツ		好ましい･計 コノケイ				4		75.0		25.0		50.0		50.0		50.0		25.0		75.0		50.0		50.0		―		25.0		25.0				25.0		25.0		25.0		4.0				好ましい･計 コノケイ		未来社会
展望別 ミライシャカイテンボウベツ

		2017		93		4368		保護者		%				《働くことについての気がかり別》		×								とても好ましい コノ		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		とても好ましい コノ

		2017		94		4369		保護者		%				ある		×								まあまあ好ましい コノ		1100		92.7		87.0		77.6		56.9		55.7		40.0		41.8		32.5		32.8		26.4		24.5		20.3				20.3		20.3		20.3		1100.0		まあまあ好ましい コノ

		2017		95		4370		保護者		%				ない		×						好ましくない･計 コノケイ				463		88.3		76.7		75.6		54.4		56.6		46.7		36.7		29.6		28.5		26.6		20.5		19.0				19.0		19.0		19.0		463.0				好ましくない･計 コノケイ

		2017		96		4371		保護者		%				子どもが働くことについて考えたことがない		×								あまり好ましくない コノ		38		86.8		71.1		73.7		55.3		55.3		42.1		34.2		18.4		23.7		10.5		28.9		23.7				23.7		23.7		23.7		38.0		あまり好ましくない コノ

		2017		97		4372		保護者		%				《未来社会の好ましさ別》		×								非常に好ましくない ヒジョウコノ		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		非常に好ましくない ヒジョウコノ

		2017		105		4380		保護者		%		《仕事内容、楽しさについて話す状況別》		話す・計		▲				仕事内容、
楽しさ
について
話す状況
別 ハナジョウキョウ		話す･計 ハナケイ				1071		91.2		84.1		78.9		54.9		56.0		41.6		38.7		33.1		31.5		27.5		21.7		19.1				19.1		19.1		19.1		1071.0				話す･計 ハナケイ		仕事内容、
楽しさ
について
話す状況
別 ハナジョウキョウ

		2017		106		4381		保護者		%				よく話す		▲								よく話す ハナ		335		91.3		82.4		79.7		56.7		54.0		49.0		44.8		33.4		32.2		26.9		21.2		19.1				19.1		19.1		19.1		335.0		よく話す ハナ

		2017		107		4382		保護者		%				時々話す		▲								時々話す トキドキハナ		736		91.2		84.9		78.5		54.1		56.9		38.3		35.9		33.0		31.1		27.9		21.9		19.2				19.2		19.2		19.2		736.0		時々話す トキドキハナ

		2017		108		4383		保護者		%				話さない・計		▲						話さない･計 ハナシケイ				608		91.6		82.6		73.5		57.6		55.1		42.6		41.8		28.0		30.6		23.4		25.2		20.1				20.1		20.1		20.1		608.0				話さない･計 ハナシケイ

		2017		109		4384		保護者		%				ほとんど話さない		▲								ほとんど話さない ハナ		568		91.4		82.0		73.6		57.0		55.1		41.9		40.7		28.2		30.1		23.2		25.2		19.5				19.5		19.5		19.5		568.0		ほとんど話さない ハナ

		2017		110		4385		保護者		%				まったく話さない		▲								まったく話さない ハナ		40		95.0		90.0		72.5		65.0		55.0		52.5		57.5		25.0		37.5		25.0		25.0		27.5				27.5		27.5		27.5		40.0		まったく話さない ハナ

		2017		107		4382		保護者		%		よく話す		時々話す		△				将来へのクローバル化影響 ショウライカエイキョウ		ある				736		91.2		84.9		78.5		54.1		56.9		38.3		35.9		33.0		31.1		27.9		21.9		19.2				19.2		19.2		19.2		736.0				ある		将来へのクローバル化影響 ショウライカエイキョウ

		2017		108		4383		保護者		%				話さない・計		△						ない				608		91.6		82.6		73.5		57.6		55.1		42.6		41.8		28.0		30.6		23.4		25.2		20.1				20.1		20.1		20.1		608.0				ない

		2017		109		4384		保護者		%				ほとんど話さない		△						わからない				568		91.4		82.0		73.6		57.0		55.1		41.9		40.7		28.2		30.1		23.2		25.2		19.5				19.5		19.5		19.5		568.0				わからない

		2017		111		4386		保護者		%		まったく話さない		《子どもの将来へのグローバル化の影響》		△				留学意向 リュウガクイコウ		留学させたい・計				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				留学させたい・計		留学意向 リュウガクイコウ

		2017		112		4387		保護者		%				ある		△								留学させたい		824		91.6		84.6		75.5		60.2		64.3		39.2		37.9		30.9		31.6		23.2		30.1		26.2				26.2		26.2		26.2		824.0		留学させたい

		2017		113		4388		保護者		%				ない		△								できればさせたい		73		91.8		74.0		79.5		52.1		49.3		46.6		45.2		37.0		30.1		31.5		21.9		20.5				20.5		20.5		20.5		73.0		できればさせたい

		2017		114		4389		保護者		%				わからない		△						させたいと思わない・計				754		91.2		83.0		77.9		51.7		47.9		44.6		41.1		31.3		30.9		28.4		15.8		12.5				12.5		12.5		12.5		754.0				させたいと思わない・計

		2017		115		4390		保護者		%				《子どもを留学させたいか》		△								あまり思わない		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		あまり思わない

		2017		116		4391		保護者		%				留学させたい・計		△								させたいと思わない		416		92.3		83.4		73.8		62.0		68.0		41.8		39.9		26.7		27.4		22.6		36.5		31.0				31.0		31.0		31.0		416.0		させたいと思わない

		2017		117		4392		保護者		%				留学させたい		△						どちらでもよい				116		91.4		86.2		77.6		59.5		66.4		43.1		37.9		25.0		24.1		19.8		36.2		35.3				35.3		35.3		35.3		116.0				どちらでもよい

		2017		119		4394		保護者		%		できれば留学させたい		留学させたいと思わない・計		△				グローバル社会に通用する人材　意向別 シャカイツウヨウジンザイイコウベツ		なってほしい・計				619		93.4		85.9		80.3		55.9		49.4		47.2		45.4		38.8		36.0		32.6		15.5		12.6				12.6		12.6		12.6		619.0				なってほしい・計		グローバル社会に通用する人材　意向別 シャカイツウヨウジンザイイコウベツ

		2017		120		4395		保護者		%				あまり留学させたいと思わない		△								ぜひなってほしい		291		94.2		85.6		79.4		64.3		55.7		49.1		46.7		37.8		39.2		27.5		18.6		16.5				16.5		16.5		16.5		291.0		ぜひなってほしい

		2017		121		4396		保護者		%				留学させたいと思わない		△								できればなってほしい		328		92.7		86.3		81.1		48.5		43.9		45.4		44.2		39.6		33.2		37.2		12.8		9.1				9.1		9.1		9.1		328.0		できればなってほしい

		2017		122		4397		保護者		%				どちらでもよい		△						思わない・計				619		89.0		80.9		75.3		52.5		54.8		37.2		34.2		27.6		28.9		21.3		21.5		18.7				18.7		18.7		18.7		619.0				思わない・計

		2017		123		4398		保護者		%				《グローバル社会に通用する人材について》		×								あまり思わない		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		あまり思わない

		2017		124		4399		保護者		%				なってほしい・計		×								なってほしいと思わない		729		92.0		84.6		74.8		62.0		67.1		41.7		38.1		29.6		31.6		23.7		32.6		29.1				29.1		29.1		29.1		729.0		なってほしいと思わない

		2017		125		4400		保護者		%				ぜひなってほしい		△						どちらでもよい				218		88.1		82.1		72.0		59.2		64.7		38.1		33.0		30.7		27.5		20.6		44.0		39.9				39.9		39.9		39.9		218.0				どちらでもよい

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

																				高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【保護者】2017年 ホゴシャネン

																				集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Q10A~L. 保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：｢思う･計｣一覧<全ベース>

																				グラフタイトル→				進路に関する価値観 シンロカンカチカン

																				回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		「思う・計」 オモケイ

		10pt																【保護者・高校生】進路に関する価値観（全体／「思う・計」） コウコウセイ

																								（％）																																				（％）		（％）

		10.5																								（％）		将来は役に立つ資格を身につけてほしい/身につけたい ミ		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい/したい		将来は手に職をつけてほしい/したい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい/したい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい/したい		奨学金制度を活用して進学してほしい/したい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい/したい		将来は地元で働いてほしい/したい		できるだけ地元の学校に進学してほしい/したい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい/したい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい/したい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい/したい				0		0		平均回答数

		115																								調査数																																		調査数

																●		0		2017年		保護者 ホゴシャ				???1722		91.1		83.3		76.8		56.0		55.6		42.0		39.8		31.8		31.4		26.1		23.1		19.6				19.6		19.6		19.60		???1722				全体		2017年

																						高校生 コウコウセイ				???1987		88.6		88.5		82.8		60.3		53.6		37.3		44.7		30.0		25.4		44.8		42.0		38.8

																●		0		続柄別		父親				???220		84.1		78.2		63.2		57.7		63.6		40.9		40.9		27.7		28.2		25.9		30.9		27.7				27.7		27.7		27.70		???220				父親		続柄別

																●		0				母親				???1449		92.5		84.3		79.2		56.3		55.0		42.4		39.6		32.3		32.2		25.6		22.4		18.7				18.7		18.7		18.70		???1449				母親

																×		0				その他				???13		84.6		76.9		46.2		38.5		38.5		30.8		61.5		30.8		23.1		46.2		―		―				―		―		―		???13				その他

																●		0		子ども
性別		男子				???891		89.8		82.4		72.3		54.5		57.8		39.5		38.2		28.3		27.0		24.9		24.8		21.9				21.9		21.9		21.90		???891				男子		子ども
性別

																●		0				女子				???787		93.0		84.6		82.0		58.2		54.0		45.4		41.8		35.5		37.0		26.7		21.7		17.4				17.4		17.4		17.40		???787				女子

																●		0		続柄×
子ども
性別		父親×男子				???139		82.0		77.7		58.3		58.3		63.3		38.8		40.3		24.5		23.0		25.9		33.8		28.8				28.8		28.8		28.80		???139				父親×男子		続柄×
子ども
性別

																●		0				父親×女子				???80		87.5		78.8		71.3		57.5		65.0		45.0		41.3		33.8		37.5		25.0		26.3		26.3				26.3		26.3		26.30		???80				父親×女子

																●		0				母親×男子				???742		91.4		83.3		75.3		53.9		56.9		39.8		37.5		29.0		27.9		24.4		23.5		20.9				20.9		20.9		20.90		???742				母親×男子

																●		0				母親×女子				???703		93.6		85.3		83.2		58.6		52.9		45.4		41.8		35.6		37.0		26.9		21.3		16.5				16.5		16.5		16.50		???703				母親×女子

																×		0				その他×男子				???10		80.0		80.0		40.0		50.0		50.0		30.0		60.0		30.0		20.0		50.0		―		―				―		―		―		???10				その他×男子

																×		0				その他×女子				???3		100.0		66.7		66.7		―		―		33.3		66.7		33.3		33.3		33.3		―		―				―		―		―		???3				その他×女子

																●		0		学科別		普通科				???1304		90.3		82.7		74.6		61.3		62.0		43.2		40.6		30.8		33.6		21.8		26.5		23.2				23.2		23.2		23.20		???1304				普通科		学科別

																●		0				専門学科				???350		93.4		84.9		84.9		35.1		28.6		38.3		36.0		33.1		20.9		41.4		9.1		6.9				6.9		6.9		6.90		???350				専門学科

																●		0				総合学科				???68		94.1		86.8		76.5		61.8		70.6		39.7		45.6		44.1		42.6		29.4		30.9		17.6				17.6		17.6		17.60		???68				総合学科

																×		0		都道府県
別		北海道				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				北海道		都道府県
別

																×		0				青森県				???205		94.1		84.9		80.0		50.7		48.3		46.3		40.5		34.1		28.8		31.2		18.0		14.6				14.6		14.6		14.60		???205				青森県

																×		0				茨城県				???170		91.2		85.9		75.3		57.6		71.8		42.4		41.2		27.1		20.0		20.6		24.7		28.2				28.2		28.2		28.20		???170				茨城県

																×		0				東京都				???77		90.9		83.1		76.6		57.1		76.6		35.1		35.1		31.2		20.8		18.2		33.8		36.4				36.4		36.4		36.40		???77				東京都

																×		0				新潟県				???93		91.4		88.2		74.2		58.1		67.7		48.4		46.2		23.7		19.4		22.6		17.2		21.5				21.5		21.5		21.50		???93				新潟県

																×		0				愛知県				???207		88.9		80.2		70.5		53.1		57.5		42.0		41.1		37.2		32.9		26.6		21.7		14.0				14.0		14.0		14.00		???207				愛知県

																×		0				大阪府				???162		85.8		81.5		71.0		52.5		40.7		33.3		34.0		19.8		40.1		14.2		33.3		28.4				28.4		28.4		28.40		???162				大阪府

																×		0				鳥取県				???143		88.8		79.7		76.9		53.1		48.3		39.9		40.6		33.6		25.9		32.9		17.5		14.7				14.7		14.7		14.70		???143				鳥取県

																×		0				佐賀県				???224		94.6		83.0		77.2		71.0		65.6		45.1		42.9		30.8		47.3		22.8		29.9		24.6				24.6		24.6		24.60		???224				佐賀県

																●				大短
進学率別		95%以上				???378		88.6		84.4		70.1		64.0		78.8		34.4		35.2		26.7		29.6		16.4		39.4		39.9				39.9		39.9		39.90		???378				95%以上		大短
進学率
別

																●		0				70～95%未満				???640		91.7		83.0		75.0		65.3		67.7		42.8		40.5		33.1		36.4		23.3		28.0		21.4				21.4		21.4		21.40		???640				70～95%未満

																●		0				40～70%未満				???204		93.1		88.2		78.4		56.9		44.6		52.5		47.5		32.8		36.8		22.5		17.2		13.7				13.7		13.7		13.70		???204				40～70%未満

																●		0				40%未満				???500		91.2		80.8		83.4		37.8		27.0		42.6		39.4		33.4		24.0		38.4		7.0		4.4				4.4		4.4		4.40		???500				40%未満

																×		0				70%以上・計				???1018		90.6		83.5		73.2		64.8		71.8		39.7		38.5		30.7		33.9		20.7		32.2		28.3				28.3		28.3		28.30		???1018				70%以上・計

																×		0				70%未満・計				???704		91.8		83.0		82.0		43.3		32.1		45.5		41.8		33.2		27.7		33.8		9.9		7.1				7.1		7.1		7.10		???704				70%未満・計

																×		0				進学希望・計				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				進学希望・計		希望進路
別

																●		0		希望進路
別		大学短大進学				???1063		91.7		85.1		73.9		64.8		72.2		42.8		39.9		32.8		35.8		18.8		33.5		29.8				29.8		29.8		29.80		???1063				大学短大進学

																●		0						大学進学		???1021		91.5		84.7		73.4		64.5		73.2		41.7		38.5		32.4		34.8		18.3		34.4		30.8				30.8		30.8		30.80		???1021		大学進学

																●		0						短大進学		???35		97.1		97.1		91.4		71.4		48.6		77.1		74.3		48.6		65.7		34.3		11.4		5.7				5.7		5.7		5.70		???35		短大進学

																●		0						専門職大学進学		???7		100.0		85.7		71.4		71.4		42.9		28.6		71.4		14.3		42.9		14.3		14.3		14.3				14.3		14.3		14.30		???7		短大進学

																●		0				専門学校進学				???129		98.4		79.1		91.5		56.6		26.4		60.5		54.3		35.7		33.3		31.8		7.8		3.9				3.9		3.9		3.90		???129				専門学校進学

																●		0				就職				???178		90.4		88.2		80.3		23.6		16.9		28.1		36.0		38.8		14.6		59.6		3.9		2.2				2.2		2.2		2.20		???178				就職

																×		0				留学				???1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???1				留学

																×		0				その他				???5		100.0		80.0		100.0		40.0		40.0		40.0		60.0		―		20.0		40.0		―		―				―		―		―		???5				その他

																×		0				何でもよい				???318		89.6		79.6		81.1		47.5		37.1		41.5		36.5		24.5		27.0		29.6		7.2		3.8				3.8		3.8		3.80		???318				何でもよい

																×		0				無回答				???28		53.6		46.4		42.9		28.6		21.4		25.0		32.1		17.9		10.7		21.4		7.1		―				―		―		―		???28				無回答

																●		0		進路対話
頻度別		話す･計				???1526		91.4		83.8		76.7		56.1		55.8		42.0		38.7		32.7		31.5		25.6		23.9		20.5				20.5		20.5		20.50		???1526				話す･計		進路対話
頻度別

																●		0						よく話をする		???398		91.7		84.7		76.9		57.3		58.8		45.2		39.9		33.4		30.9		22.9		24.6		22.6				22.6		22.6		22.60		???398		よく話をする

																●		0						時々話をする		???1128		91.3		83.5		76.6		55.7		54.8		40.9		38.3		32.4		31.6		26.6		23.6		19.8				19.8		19.8		19.80		???1128		たまに話をする

																●		0				話さない･計				???193		88.6		79.8		77.7		56.0		53.9		43.0		48.7		24.9		31.1		29.0		17.6		12.4				12.4		12.4		12.40		???193				話さない･計

																●		0						あまり話さない		???178		88.2		79.8		77.0		56.7		53.9		43.3		48.9		26.4		32.0		29.8		17.4		12.9				12.9		12.9		12.90		???178		あまり話さない

																●		0						まったく話さない		???15		93.3		80.0		86.7		46.7		53.3		40.0		46.7		6.7		20.0		20.0		20.0		6.7				6.7		6.7		6.70		???15		まったく話さない

																×		0		希望進路
に関する
認知別		知っている･計				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				知っている･計		希望進路
に関する
認知別

																×		0						よく知っている		???1560		91.3		83.5		76.7		56.2		56.0		42.2		39.2		31.9		31.2		25.3		23.8		20.3				20.3		20.3		20.30		???1560		よく知っている

																×		0						少し知っている		???739		91.7		84.3		78.5		57.2		58.3		44.5		37.6		33.0		31.7		22.2		23.7		20.7				20.7		20.7		20.70		???739		少し知っている

																×		0				知らない･計				???821		90.9		82.8		75.0		55.2		54.0		40.1		40.6		30.8		30.7		28.0		24.0		19.9				19.9		19.9		19.90		???821				知らない･計

																×		0						あまり知らない		???159		89.3		81.8		78.0		55.3		51.6		41.5		46.5		31.4		34.0		33.3		16.4		13.2				13.2		13.2		13.20		???159		あまり知らない

																×		0						まったく知らない		???143		89.5		82.5		78.3		56.6		54.5		42.7		46.9		32.9		35.0		33.6		16.8		14.0				14.0		14.0		14.00		???143		まったく知らない

																×		0		進路の
悩み不安
に関する
認知別		知っている･計				???16		87.5		75.0		75.0		43.8		25.0		31.3		43.8		18.8		25.0		31.3		12.5		6.3				6.3		6.3		6.30		???16				知っている･計		進路の
悩み不安
に関する
認知別

																×		0						よく知っている		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		よく知っている

																×		0						少し知っている		???1193		91.1		82.9		77.1		56.2		56.8		42.3		38.3		32.4		32.2		24.7		23.3		19.9				19.9		19.9		19.90		???1193		少し知っている

																×		0				知らない･計				???392		90.3		83.9		77.0		55.4		56.1		43.4		36.7		34.4		34.7		21.9		21.7		19.4				19.4		19.4		19.40		???392				知らない･計

																×		0						あまり知らない		???801		91.5		82.4		77.2		56.7		57.2		41.8		39.1		31.3		31.0		26.1		24.1		20.1				20.1		20.1		20.10		???801		あまり知らない

																×		0						まったく知らない		???520		91.3		84.4		76.3		56.0		52.9		41.7		43.3		30.6		29.8		28.8		23.1		18.8				18.8		18.8		18.80		???520		まったく知らない

																×		0		進路の
悩み不安
に関する
アドバイス
状況別		している･計				???472		92.2		84.7		76.7		56.8		52.8		41.9		43.0		31.6		30.5		29.2		23.3		19.3				19.3		19.3		19.30		???472				している･計		進路の
悩み不安
に関する
アドバイス
状況別

																×		0						よくしている		???48		83.3		81.3		72.9		47.9		54.2		39.6		45.8		20.8		22.9		25.0		20.8		14.6				14.6		14.6		14.60		???48		よくしている

																×		0						少ししている		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		少ししている

																×		0				していない･計				???1353		91.7		83.1		77.5		55.4		55.2		42.0		38.0		33.3		32.4		25.7		22.9		19.7				19.7		19.7		19.70		???1353				していない･計

																×		0						あまりしていない		???391		92.1		85.2		78.5		57.8		59.3		44.8		38.1		35.8		35.5		24.0		22.8		20.5				20.5		20.5		20.50		???391		あまりしていない

																×		0						まったくしていない		???962		91.6		82.2		77.0		54.5		53.5		40.9		37.9		32.2		31.1		26.4		23.0		19.4				19.4		19.4		19.40		???962		まったくしていない

																×		0		アドバイス
難しさ別		難しい･計				???360		89.2		84.4		74.2		59.4		57.2		43.1		46.9		26.4		27.5		27.2		24.4		19.4				19.4		19.4		19.40		???360				難しい･計		アドバイス
難しさ別

																×		0						非常に難しい		???316		88.9		84.2		75.0		59.5		56.6		43.0		46.8		26.3		26.6		28.2		25.0		19.3				19.3		19.3		19.30		???316		非常に難しい

																×		0						やや難しい		???44		90.9		86.4		68.2		59.1		61.4		43.2		47.7		27.3		34.1		20.5		20.5		20.5				20.5		20.5		20.50		???44		やや難しい

																×		0				難しくない				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				難しくない

																×		0				その他				???1230		92.1		84.6		77.8		59.4		59.0		43.3		40.6		32.8		33.1		25.1		25.3		21.9				21.9		21.9		21.90		???1230				その他

																×		0		働くことの
気がかり別		気がかりあり				???337		92.9		85.8		78.6		59.6		66.5		45.1		45.7		30.6		32.9		19.9		27.3		23.4				23.4		23.4		23.40		???337				気がかりあり		働くことの
気がかり別

																×		0				気がかりなし				???893		91.8		84.2		77.5		59.4		56.2		42.7		38.6		33.6		33.1		27.1		24.5		21.3				21.3		21.3		21.30		???893				気がかりなし

																×		0				考えたことがない				???478		88.7		80.3		74.7		47.3		46.9		39.1		37.7		28.9		27.0		28.2		17.8		13.6				13.6		13.6		13.60		???478				考えたことがない

																×		0		未来社会
展望別		好ましい･計				???4		75.0		25.0		50.0		50.0		50.0		25.0		75.0		50.0		50.0		―		25.0		25.0				25.0		25.0		25.00		???4				好ましい･計		未来社会
展望別

																×		0						とても好ましい		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		とても好ましい

																×		0						まあまあ好ましい		???1100		92.7		87.0		77.6		56.9		55.7		40.0		41.8		32.5		32.8		26.4		24.5		20.3				20.3		20.3		20.30		???1100		まあまあ好ましい

																×		0				好ましくない･計				???463		88.3		76.7		75.6		54.4		56.6		46.7		36.7		29.6		28.5		26.6		20.5		19.0				19.0		19.0		19.00		???463				好ましくない･計

																×		0						あまり好ましくない		???38		86.8		71.1		73.7		55.3		55.3		42.1		34.2		18.4		23.7		10.5		28.9		23.7				23.7		23.7		23.70		???38		あまり好ましくない

																×		0						非常に好ましくない		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		非常に好ましくない

														基本表示でOK→ キホンヒョウジ		▲		0		仕事内容、
楽しさ
について
話す状況
別		話す･計				???1071		91.2		84.1		78.9		54.9		56.0		41.6		38.7		33.1		31.5		27.5		21.7		19.1				19.1		19.1		19.10		???1071				話す･計		仕事内容、
楽しさ
について
話す状況
別

														基本表示でOK→ キホンヒョウジ		▲		0						よく話す		???335		91.3		82.4		79.7		56.7		54.0		49.0		44.8		33.4		32.2		26.9		21.2		19.1				19.1		19.1		19.10		???335		よく話す

														基本表示でOK→ キホンヒョウジ		▲		0						時々話す		???736		91.2		84.9		78.5		54.1		56.9		38.3		35.9		33.0		31.1		27.9		21.9		19.2				19.2		19.2		19.20		???736		時々話す

														基本表示でOK→ キホンヒョウジ		▲		0				話さない･計				???608		91.6		82.6		73.5		57.6		55.1		42.6		41.8		28.0		30.6		23.4		25.2		20.1				20.1		20.1		20.10		???608				話さない･計

														基本表示でOK→ キホンヒョウジ		▲		0						ほとんど話さない		???568		91.4		82.0		73.6		57.0		55.1		41.9		40.7		28.2		30.1		23.2		25.2		19.5				19.5		19.5		19.50		???568		ほとんど話さない

														基本表示でOK→ キホンヒョウジ		▲		0						まったく話さない		???40		95.0		90.0		72.5		65.0		55.0		52.5		57.5		25.0		37.5		25.0		25.0		27.5				27.5		27.5		27.50		???40		まったく話さない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0		将来へのクローバル化影響		ある				???736		91.2		84.9		78.5		54.1		56.9		38.3		35.9		33.0		31.1		27.9		21.9		19.2				19.2		19.2		19.20		???736				ある		将来へのクローバル化影響

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0				ない				???608		91.6		82.6		73.5		57.6		55.1		42.6		41.8		28.0		30.6		23.4		25.2		20.1				20.1		20.1		20.10		???608				ない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0				わからない				???568		91.4		82.0		73.6		57.0		55.1		41.9		40.7		28.2		30.1		23.2		25.2		19.5				19.5		19.5		19.50		???568				わからない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0		留学意向		留学させたい・計				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				留学させたい・計		留学意向

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0						留学させたい		???824		91.6		84.6		75.5		60.2		64.3		39.2		37.9		30.9		31.6		23.2		30.1		26.2				26.2		26.2		26.20		???824		留学させたい

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0						できればさせたい		???73		91.8		74.0		79.5		52.1		49.3		46.6		45.2		37.0		30.1		31.5		21.9		20.5				20.5		20.5		20.50		???73		できればさせたい

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0				させたいと思わない・計				???754		91.2		83.0		77.9		51.7		47.9		44.6		41.1		31.3		30.9		28.4		15.8		12.5				12.5		12.5		12.50		???754				させたいと思わない・計

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0						あまり思わない		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		あまり思わない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0						させたいと思わない		???416		92.3		83.4		73.8		62.0		68.0		41.8		39.9		26.7		27.4		22.6		36.5		31.0				31.0		31.0		31.00		???416		させたいと思わない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0				どちらでもよい				???116		91.4		86.2		77.6		59.5		66.4		43.1		37.9		25.0		24.1		19.8		36.2		35.3				35.3		35.3		35.30		???116				どちらでもよい

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0		グローバル社会に通用する人材　意向別		なってほしい・計				???619		93.4		85.9		80.3		55.9		49.4		47.2		45.4		38.8		36.0		32.6		15.5		12.6				12.6		12.6		12.60		???619				なってほしい・計		グローバル社会に通用する人材　意向別

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0						ぜひなってほしい		???291		94.2		85.6		79.4		64.3		55.7		49.1		46.7		37.8		39.2		27.5		18.6		16.5				16.5		16.5		16.50		???291		ぜひなってほしい

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0						できればなってほしい		???328		92.7		86.3		81.1		48.5		43.9		45.4		44.2		39.6		33.2		37.2		12.8		9.1				9.1		9.1		9.10		???328		できればなってほしい

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0				思わない・計				???619		89.0		80.9		75.3		52.5		54.8		37.2		34.2		27.6		28.9		21.3		21.5		18.7				18.7		18.7		18.70		???619				思わない・計

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		×		0						あまり思わない		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		あまり思わない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		×		0						なってほしいと思わない		???729		92.0		84.6		74.8		62.0		67.1		41.7		38.1		29.6		31.6		23.7		32.6		29.1				29.1		29.1		29.10		???729		なってほしいと思わない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0				どちらでもよい				???218		88.1		82.1		72.0		59.2		64.7		38.1		33.0		30.7		27.5		20.6		44.0		39.9				39.9		39.9		39.90		???218				どちらでもよい

																×		0				0				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0		0

																×		0		0		0				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0		0

																×		0						0		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

																×		0						0		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

																×		0				0				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0

																×		0				0				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0

																×		0				0		0		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

																×		0				0		0		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

																										※		｢2017年・保護者｣降順ソート ネンホゴシャコウジュン														100.0		各属性で最も高い カクゾクセイモットタカ

																																										100.0		各属性で２～５番目に高い カクゾクセイバンメタカ																																																																																										0

																																																																				0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



リリース用加工

		



保護者

高校生



保護者

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		4		2		8		9		11		12		5		10		3		7		6				6		6		6		0

																												Ａ		Ｄ		Ｂ		Ｈ		Ｉ		Ｋ		Ｌ		Ｅ		Ｊ		Ｃ		Ｇ		Ｆ

																										調査数		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい								平均回答数 ヘイキンカイトウスウ		調査数 チョウサスウ

				3		0		0		0		0		0								全体 ゼンタイ				Q10A~L. 保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：｢思う･計｣一覧<全ベース>																																						全体 ゼンタイ

		2017		6		4281		保護者		%		0										全体 ゼンタイ				調査数		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい				できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		調査数				全体 ゼンタイ

		2017		6		4281		保護者		%		0										調査数		調査数		調査数		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい				できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		調査数		調査数		調査数

		2017		6		4281		保護者		%		0										調査数		調査数		調査数		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい				できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		調査数		調査数		調査数

		2017		6		4281		保護者		%		0										調査数		調査数		調査数		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい				できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		調査数		調査数		調査数

		2017		7		4282		保護者		%				全体		●				2017年 ネン		全体 ゼンタイ				1722		91.1		83.3		76.8		56.0		55.6		42.0		39.8		31.8		31.4		26.1		23.1		19.6				19.6		19.6		19.6		1722.0				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2017		9		4284		保護者		%		《続柄別》		父親		●				続柄別 ゾクガラベツ		父親 チチオヤ				220		84.1		78.2		63.2		57.7		63.6		40.9		40.9		27.7		28.2		25.9		30.9		27.7				27.7		27.7		27.7		220.0				父親 チチオヤ		続柄別 ゾクガラベツ

		2017		10		4285		保護者		%				母親		●						母親 ハハオヤ				1449		92.5		84.3		79.2		56.3		55.0		42.4		39.6		32.3		32.2		25.6		22.4		18.7				18.7		18.7		18.7		1449.0				母親 ハハオヤ

		2017		11		4286		保護者		%				その他		×						その他				13		84.6		76.9		46.2		38.5		38.5		30.8		61.5		30.8		23.1		46.2		―		―				―		―		―		13.0				その他

		2017		13		4288		保護者		%		《子どもの性別》		男子		●				子ども
性別 コセイベツ		男子 ダンシ				891		89.8		82.4		72.3		54.5		57.8		39.5		38.2		28.3		27.0		24.9		24.8		21.9				21.9		21.9		21.9		891.0				男子 ダンシ		子ども
性別 コセイベツ

		2017		14		4289		保護者		%				女子		●						女子 ジョシ				787		93.0		84.6		82.0		58.2		54.0		45.4		41.8		35.5		37.0		26.7		21.7		17.4				17.4		17.4		17.4		787.0				女子 ジョシ

		2017		16		4291		保護者		%		《続柄×子どもの性別》		父親×男子		●				続柄×
子ども
性別 ゾクガラコセイベツ		父親×男子				139		82.0		77.7		58.3		58.3		63.3		38.8		40.3		24.5		23.0		25.9		33.8		28.8				28.8		28.8		28.8		139.0				父親×男子		続柄×
子ども
性別 ゾクガラコセイベツ

		2017		17		4292		保護者		%				父親×女子		●						父親×女子				80		87.5		78.8		71.3		57.5		65.0		45.0		41.3		33.8		37.5		25.0		26.3		26.3				26.3		26.3		26.3		80.0				父親×女子

		2017		18		4293		保護者		%				母親×男子		●						母親×男子				742		91.4		83.3		75.3		53.9		56.9		39.8		37.5		29.0		27.9		24.4		23.5		20.9				20.9		20.9		20.9		742.0				母親×男子

		2017		19		4294		保護者		%				母親×女子		●						母親×女子				703		93.6		85.3		83.2		58.6		52.9		45.4		41.8		35.6		37.0		26.9		21.3		16.5				16.5		16.5		16.5		703.0				母親×女子

		2017		20		4295		保護者		%				その他×男子		×						その他×男子				10		80.0		80.0		40.0		50.0		50.0		30.0		60.0		30.0		20.0		50.0		―		―				―		―		―		10.0				その他×男子

		2017		21		4296		保護者		%				その他×女子		×						その他×女子				3		100.0		66.7		66.7		―		―		33.3		66.7		33.3		33.3		33.3		―		―				―		―		―		3.0				その他×女子

		2017		23		4298		保護者		%		《所属学科別》		普通科		●				学科別 ガッカベツ		普通科				1304		90.3		82.7		74.6		61.3		62.0		43.2		40.6		30.8		33.6		21.8		26.5		23.2				23.2		23.2		23.2		1304.0				普通科		学科別 ガッカベツ

		2017		24		4299		保護者		%				専門学科		●						専門学科				350		93.4		84.9		84.9		35.1		28.6		38.3		36.0		33.1		20.9		41.4		9.1		6.9				6.9		6.9		6.9		350.0				専門学科

		2017		25		4300		保護者		%				総合学科		●						総合学科				68		94.1		86.8		76.5		61.8		70.6		39.7		45.6		44.1		42.6		29.4		30.9		17.6				17.6		17.6		17.6		68.0				総合学科

		2017		26		4301		保護者		%		総合学科		《都道府県別》		×				都道府県
別 トドウフケンベツ		北海道				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				北海道		都道府県
別 トドウフケンベツ

		2017		27		4302		保護者		%				北海道		×						青森県				205		94.1		84.9		80.0		50.7		48.3		46.3		40.5		34.1		28.8		31.2		18.0		14.6				14.6		14.6		14.6		205.0				青森県

		2017		28		4303		保護者		%				岩手県・福島県		×						茨城県				170		91.2		85.9		75.3		57.6		71.8		42.4		41.2		27.1		20.0		20.6		24.7		28.2				28.2		28.2		28.2		170.0				茨城県

		2017		29		4304		保護者		%				岩手県		×						東京都				77		90.9		83.1		76.6		57.1		76.6		35.1		35.1		31.2		20.8		18.2		33.8		36.4				36.4		36.4		36.4		77.0				東京都

		2017		30		4305		保護者		%				福島県		×						新潟県				93		91.4		88.2		74.2		58.1		67.7		48.4		46.2		23.7		19.4		22.6		17.2		21.5				21.5		21.5		21.5		93.0				新潟県

		2017		31		4306		保護者		%				群馬県		×						愛知県				207		88.9		80.2		70.5		53.1		57.5		42.0		41.1		37.2		32.9		26.6		21.7		14.0				14.0		14.0		14.0		207.0				愛知県

		2017		32		4307		保護者		%				東京都		×						大阪府				162		85.8		81.5		71.0		52.5		40.7		33.3		34.0		19.8		40.1		14.2		33.3		28.4				28.4		28.4		28.4		162.0				大阪府

		2017		33		4308		保護者		%				長野県		×						鳥取県				143		88.8		79.7		76.9		53.1		48.3		39.9		40.6		33.6		25.9		32.9		17.5		14.7				14.7		14.7		14.7		143.0				鳥取県

		2017		34		4309		保護者		%				岐阜県		×						佐賀県				224		94.6		83.0		77.2		71.0		65.6		45.1		42.9		30.8		47.3		22.8		29.9		24.6				24.6		24.6		24.6		224.0				佐賀県

		2017		41		4316		保護者		%		《高校タイプ別》		大短進学率95％以上		●				大短
進学率別 オオタンシンガクリツベツ		95%以上 イジョウ				378		88.6		84.4		70.1		64.0		78.8		34.4		35.2		26.7		29.6		16.4		39.4		39.9				39.9		39.9		39.9		378.0				95%以上 イジョウ		大短
進学率
別 オオタンシンガクリツベツ

		2017		42		4317		保護者		%				大短進学率70～95％未満		●						70～95%未満 ミマン				640		91.7		83.0		75.0		65.3		67.7		42.8		40.5		33.1		36.4		23.3		28.0		21.4				21.4		21.4		21.4		640.0				70～95%未満 ミマン

		2017		43		4318		保護者		%				大短進学率40～70％未満		●						40～70%未満 ミマン				204		93.1		88.2		78.4		56.9		44.6		52.5		47.5		32.8		36.8		22.5		17.2		13.7				13.7		13.7		13.7		204.0				40～70%未満 ミマン

		2017		44		4319		保護者		%				大短進学率40％未満		●						40%未満 ミマン				500		91.2		80.8		83.4		37.8		27.0		42.6		39.4		33.4		24.0		38.4		7.0		4.4				4.4		4.4		4.4		500.0				40%未満 ミマン

		2017		45		4320		保護者		%				大短進学率70％以上上記該当校・計		×						70%以上・計 イジョウケイ				1018		90.6		83.5		73.2		64.8		71.8		39.7		38.5		30.7		33.9		20.7		32.2		28.3				28.3		28.3		28.3		1018.0				70%以上・計 イジョウケイ

		2017		46		4321		保護者		%				大短進学率70％未満上記該当校・計		×						70%未満・計 ミマンケイ				704		91.8		83.0		82.0		43.3		32.1		45.5		41.8		33.2		27.7		33.8		9.9		7.1				7.1		7.1		7.1		704.0				70%未満・計 ミマンケイ

		2017		47		4322		保護者		%		大短進学率70％未満上記該当校・計		《希望進路別》		×				希望進路
別 キボウシンロベツ		進学希望・計 シンガクキボウケイ				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				進学希望・計 シンガクキボウケイ		希望進路
別 キボウシンロベツ

		2017		49		4324		保護者		%				大学・短大進学		●						大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク				1063		91.7		85.1		73.9		64.8		72.2		42.8		39.9		32.8		35.8		18.8		33.5		29.8				29.8		29.8		29.8		1063.0				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク

		2017		50		4325		保護者		%				大学進学		●								大学進学 ダイガクシンガク		1021		91.5		84.7		73.4		64.5		73.2		41.7		38.5		32.4		34.8		18.3		34.4		30.8				30.8		30.8		30.8		1021.0		大学進学 ダイガクシンガク

		2017		51		4326		保護者		%				短大進学		●								短大進学 タンダイシンガク		35		97.1		97.1		91.4		71.4		48.6		77.1		74.3		48.6		65.7		34.3		11.4		5.7				5.7		5.7		5.7		35.0		短大進学 タンダイシンガク

		2017		52		4327		保護者		%				専門職大学		●								専門職大学進学 センモンショクダイガクシンガク		7		100.0		85.7		71.4		71.4		42.9		28.6		71.4		14.3		42.9		14.3		14.3		14.3				14.3		14.3		14.3		7.0		短大進学 タンダイシンガク

		2017		53		4328		保護者		%				専門学校		●						専門学校進学 センモンガッコウシンガク				129		98.4		79.1		91.5		56.6		26.4		60.5		54.3		35.7		33.3		31.8		7.8		3.9				3.9		3.9		3.9		129.0				専門学校進学 センモンガッコウシンガク

		2017		54		4329		保護者		%				就職		●						就職 シュウショク				178		90.4		88.2		80.3		23.6		16.9		28.1		36.0		38.8		14.6		59.6		3.9		2.2				2.2		2.2		2.2		178.0				就職 シュウショク

		2017		55		4330		保護者		%				海外の大学等への進学		×						留学 リュウガク				1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		1.0				留学 リュウガク

		2017		56		4331		保護者		%				その他		×						その他 ホカ				5		100.0		80.0		100.0		40.0		40.0		40.0		60.0		―		20.0		40.0		―		―				―		―		―		5.0				その他 ホカ

		2017		57		4332		保護者		%				何でもよい		×						何でもよい ナン				318		89.6		79.6		81.1		47.5		37.1		41.5		36.5		24.5		27.0		29.6		7.2		3.8				3.8		3.8		3.8		318.0				何でもよい ナン

		2017		58		4333		保護者		%				無回答		×						無回答 ムカイトウ				28		53.6		46.4		42.9		28.6		21.4		25.0		32.1		17.9		10.7		21.4		7.1		―				―		―		―		28.0				無回答 ムカイトウ

		2017		60		4335		保護者		%		《進路について話す頻度別》		話す・計		●				進路対話
頻度別 シンロタイワヒンドベツ		話す･計 ハナケイ				1526		91.4		83.8		76.7		56.1		55.8		42.0		38.7		32.7		31.5		25.6		23.9		20.5				20.5		20.5		20.5		1526.0				話す･計 ハナケイ		進路対話
頻度別 シンロタイワヒンドベツ

		2017		61		4336		保護者		%				よく話をする		●								よく話をする ハナ		398		91.7		84.7		76.9		57.3		58.8		45.2		39.9		33.4		30.9		22.9		24.6		22.6				22.6		22.6		22.6		398.0		よく話をする ハナ

		2017		62		4337		保護者		%				時々話をする		●								時々話をする トキドキハナシ		1128		91.3		83.5		76.6		55.7		54.8		40.9		38.3		32.4		31.6		26.6		23.6		19.8				19.8		19.8		19.8		1128.0		たまに話をする ハナシ

		2017		63		4338		保護者		%				話さない・計		●						話さない･計 ハナシケイ				193		88.6		79.8		77.7		56.0		53.9		43.0		48.7		24.9		31.1		29.0		17.6		12.4				12.4		12.4		12.4		193.0				話さない･計 ハナシケイ

		2017		64		4339		保護者		%				あまり話さない		●								あまり話さない ハナ		178		88.2		79.8		77.0		56.7		53.9		43.3		48.9		26.4		32.0		29.8		17.4		12.9				12.9		12.9		12.9		178.0		あまり話さない ハナ

		2017		65		4340		保護者		%				まったく話さない		●								まったく話さない ハナ		15		93.3		80.0		86.7		46.7		53.3		40.0		46.7		6.7		20.0		20.0		20.0		6.7				6.7		6.7		6.7		15.0		まったく話さない ハナ

		2017		66		4341		保護者		%		まったく話さない		《希望進路や、進路に対する考えの認知別》		×				希望進路
に関する
認知別 キボウシンロカンニンチベツ		知っている･計 シケイ				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				知っている･計 シケイ		希望進路
に関する
認知別 キボウシンロカンニンチベツ

		2017		67		4342		保護者		%				知っている・計		×								よく知っている シ		1560		91.3		83.5		76.7		56.2		56.0		42.2		39.2		31.9		31.2		25.3		23.8		20.3				20.3		20.3		20.3		1560.0		よく知っている シ

		2017		68		4343		保護者		%				よく知っている		×								少し知っている スコシ		739		91.7		84.3		78.5		57.2		58.3		44.5		37.6		33.0		31.7		22.2		23.7		20.7				20.7		20.7		20.7		739.0		少し知っている スコシ

		2017		69		4344		保護者		%				少し知っている		×						知らない･計 シケイ				821		90.9		82.8		75.0		55.2		54.0		40.1		40.6		30.8		30.7		28.0		24.0		19.9				19.9		19.9		19.9		821.0				知らない･計 シケイ

		2017		70		4345		保護者		%				知らない・計		×								あまり知らない シ		159		89.3		81.8		78.0		55.3		51.6		41.5		46.5		31.4		34.0		33.3		16.4		13.2				13.2		13.2		13.2		159.0		あまり知らない シ

		2017		71		4346		保護者		%				あまり知らない		×								まったく知らない シ		143		89.5		82.5		78.3		56.6		54.5		42.7		46.9		32.9		35.0		33.6		16.8		14.0				14.0		14.0		14.0		143.0		まったく知らない シ

		2017		72		4347		保護者		%		あまり知らない		まったく知らない		×				進路の
悩み不安
に関する
認知別 シンロナヤフアンカンニンチベツ		知っている･計 シケイ				16		87.5		75.0		75.0		43.8		25.0		31.3		43.8		18.8		25.0		31.3		12.5		6.3				6.3		6.3		6.3		16.0				知っている･計 シケイ		進路の
悩み不安
に関する
認知別 シンロナヤフアンカンニンチベツ

		2017		73		4348		保護者		%				《進路に関する悩みや不安の認知》		×								よく知っている シ		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		よく知っている シ

		2017		74		4349		保護者		%				知っている・計		×								少し知っている スコシ		1193		91.1		82.9		77.1		56.2		56.8		42.3		38.3		32.4		32.2		24.7		23.3		19.9				19.9		19.9		19.9		1193.0		少し知っている スコシ

		2017		75		4350		保護者		%				よく知っている		×						知らない･計 シケイ				392		90.3		83.9		77.0		55.4		56.1		43.4		36.7		34.4		34.7		21.9		21.7		19.4				19.4		19.4		19.4		392.0				知らない･計 シケイ

		2017		76		4351		保護者		%				少し知っている		×								あまり知らない シ		801		91.5		82.4		77.2		56.7		57.2		41.8		39.1		31.3		31.0		26.1		24.1		20.1				20.1		20.1		20.1		801.0		あまり知らない シ

		2017		77		4352		保護者		%				知らない・計		×								まったく知らない シ		520		91.3		84.4		76.3		56.0		52.9		41.7		43.3		30.6		29.8		28.8		23.1		18.8				18.8		18.8		18.8		520.0		まったく知らない シ

		2017		78		4353		保護者		%		知らない・計		あまり知らない		×				進路の
悩み不安
に関する
アドバイス
状況別 シンロナヤフアンカンジョウキョウベツ		している･計 ケイ				472		92.2		84.7		76.7		56.8		52.8		41.9		43.0		31.6		30.5		29.2		23.3		19.3				19.3		19.3		19.3		472.0				している･計 ケイ		進路の
悩み不安
に関する
アドバイス
状況別 シンロナヤフアンカンジョウキョウベツ

		2017		79		4354		保護者		%				まったく知らない		×								よくしている		48		83.3		81.3		72.9		47.9		54.2		39.6		45.8		20.8		22.9		25.0		20.8		14.6				14.6		14.6		14.6		48.0		よくしている

		2017		80		4355		保護者		%				《進路の悩みや不安のアドバイス別》		×								少ししている スコ		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		少ししている スコ

		2017		81		4356		保護者		%				している・計		×						していない･計 ケイ				1353		91.7		83.1		77.5		55.4		55.2		42.0		38.0		33.3		32.4		25.7		22.9		19.7				19.7		19.7		19.7		1353.0				していない･計 ケイ

		2017		82		4357		保護者		%				よくしている		×								あまりしていない		391		92.1		85.2		78.5		57.8		59.3		44.8		38.1		35.8		35.5		24.0		22.8		20.5				20.5		20.5		20.5		391.0		あまりしていない

		2017		83		4358		保護者		%				少ししている		×								まったくしていない		962		91.6		82.2		77.0		54.5		53.5		40.9		37.9		32.2		31.1		26.4		23.0		19.4				19.4		19.4		19.4		962.0		まったくしていない

		2017		84		4359		保護者		%		少ししている		していない・計		×				アドバイス
難しさ別 ムズカベツ		難しい･計 ムズカケイ				360		89.2		84.4		74.2		59.4		57.2		43.1		46.9		26.4		27.5		27.2		24.4		19.4				19.4		19.4		19.4		360.0				難しい･計 ムズカケイ		アドバイス
難しさ別 ムズカベツ

		2017		85		4360		保護者		%				あまりしていない		×								非常に難しい ヒジョウムズカ		316		88.9		84.2		75.0		59.5		56.6		43.0		46.8		26.3		26.6		28.2		25.0		19.3				19.3		19.3		19.3		316.0		非常に難しい ヒジョウムズカ

		2017		86		4361		保護者		%				まったくしていない		×								やや難しい ムズカ		44		90.9		86.4		68.2		59.1		61.4		43.2		47.7		27.3		34.1		20.5		20.5		20.5				20.5		20.5		20.5		44.0		やや難しい ムズカ

		2017		87		4362		保護者		%				《アドバイスの難しさ別》		×						難しくない ムズカ				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				難しくない ムズカ

		2017		88		4363		保護者		%				難しい・計		×						その他 ホカ				1230		92.1		84.6		77.8		59.4		59.0		43.3		40.6		32.8		33.1		25.1		25.3		21.9				21.9		21.9		21.9		1230.0				その他 ホカ

		2017		89		4364		保護者		%		難しい・計		非常に難しい		×				働くことの
気がかり別		気がかりあり キ				337		92.9		85.8		78.6		59.6		66.5		45.1		45.7		30.6		32.9		19.9		27.3		23.4				23.4		23.4		23.4		337.0				気がかりあり キ		働くことの
気がかり別

		2017		90		4365		保護者		%				やや難しい		×						気がかりなし キ				893		91.8		84.2		77.5		59.4		56.2		42.7		38.6		33.6		33.1		27.1		24.5		21.3				21.3		21.3		21.3		893.0				気がかりなし キ

		2017		91		4366		保護者		%				難しいとは感じていない		×						考えたことがない カンガ				478		88.7		80.3		74.7		47.3		46.9		39.1		37.7		28.9		27.0		28.2		17.8		13.6				13.6		13.6		13.6		478.0				考えたことがない カンガ

		2017		92		4367		保護者		%		難しいとは感じていない		その他		×				未来社会
展望別 ミライシャカイテンボウベツ		好ましい･計 コノケイ				4		75.0		25.0		50.0		50.0		50.0		25.0		75.0		50.0		50.0		―		25.0		25.0				25.0		25.0		25.0		4.0				好ましい･計 コノケイ		未来社会
展望別 ミライシャカイテンボウベツ

		2017		93		4368		保護者		%				《働くことについての気がかり別》		×								とても好ましい コノ		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		とても好ましい コノ

		2017		94		4369		保護者		%				ある		×								まあまあ好ましい コノ		1100		92.7		87.0		77.6		56.9		55.7		40.0		41.8		32.5		32.8		26.4		24.5		20.3				20.3		20.3		20.3		1100.0		まあまあ好ましい コノ

		2017		95		4370		保護者		%				ない		×						好ましくない･計 コノケイ				463		88.3		76.7		75.6		54.4		56.6		46.7		36.7		29.6		28.5		26.6		20.5		19.0				19.0		19.0		19.0		463.0				好ましくない･計 コノケイ

		2017		96		4371		保護者		%				子どもが働くことについて考えたことがない		×								あまり好ましくない コノ		38		86.8		71.1		73.7		55.3		55.3		42.1		34.2		18.4		23.7		10.5		28.9		23.7				23.7		23.7		23.7		38.0		あまり好ましくない コノ

		2017		97		4372		保護者		%				《未来社会の好ましさ別》		×								非常に好ましくない ヒジョウコノ		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		非常に好ましくない ヒジョウコノ

		2017		105		4380		保護者		%		《仕事内容、楽しさについて話す状況別》		話す・計		▲				仕事内容、
楽しさ
について
話す状況
別 ハナジョウキョウ		話す･計 ハナケイ				1071		91.2		84.1		78.9		54.9		56.0		41.6		38.7		33.1		31.5		27.5		21.7		19.1				19.1		19.1		19.1		1071.0				話す･計 ハナケイ		仕事内容、
楽しさ
について
話す状況
別 ハナジョウキョウ

		2017		106		4381		保護者		%				よく話す		▲								よく話す ハナ		335		91.3		82.4		79.7		56.7		54.0		49.0		44.8		33.4		32.2		26.9		21.2		19.1				19.1		19.1		19.1		335.0		よく話す ハナ

		2017		107		4382		保護者		%				時々話す		▲								時々話す トキドキハナ		736		91.2		84.9		78.5		54.1		56.9		38.3		35.9		33.0		31.1		27.9		21.9		19.2				19.2		19.2		19.2		736.0		時々話す トキドキハナ

		2017		108		4383		保護者		%				話さない・計		▲						話さない･計 ハナシケイ				608		91.6		82.6		73.5		57.6		55.1		42.6		41.8		28.0		30.6		23.4		25.2		20.1				20.1		20.1		20.1		608.0				話さない･計 ハナシケイ

		2017		109		4384		保護者		%				ほとんど話さない		▲								ほとんど話さない ハナ		568		91.4		82.0		73.6		57.0		55.1		41.9		40.7		28.2		30.1		23.2		25.2		19.5				19.5		19.5		19.5		568.0		ほとんど話さない ハナ

		2017		110		4385		保護者		%				まったく話さない		▲								まったく話さない ハナ		40		95.0		90.0		72.5		65.0		55.0		52.5		57.5		25.0		37.5		25.0		25.0		27.5				27.5		27.5		27.5		40.0		まったく話さない ハナ

		2017		107		4382		保護者		%		よく話す		時々話す		△				将来へのクローバル化影響 ショウライカエイキョウ		ある				736		91.2		84.9		78.5		54.1		56.9		38.3		35.9		33.0		31.1		27.9		21.9		19.2				19.2		19.2		19.2		736.0				ある		将来へのクローバル化影響 ショウライカエイキョウ

		2017		108		4383		保護者		%				話さない・計		△						ない				608		91.6		82.6		73.5		57.6		55.1		42.6		41.8		28.0		30.6		23.4		25.2		20.1				20.1		20.1		20.1		608.0				ない

		2017		109		4384		保護者		%				ほとんど話さない		△						わからない				568		91.4		82.0		73.6		57.0		55.1		41.9		40.7		28.2		30.1		23.2		25.2		19.5				19.5		19.5		19.5		568.0				わからない

		2017		111		4386		保護者		%		まったく話さない		《子どもの将来へのグローバル化の影響》		△				留学意向 リュウガクイコウ		留学させたい・計				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				留学させたい・計		留学意向 リュウガクイコウ

		2017		112		4387		保護者		%				ある		△								留学させたい		824		91.6		84.6		75.5		60.2		64.3		39.2		37.9		30.9		31.6		23.2		30.1		26.2				26.2		26.2		26.2		824.0		留学させたい

		2017		113		4388		保護者		%				ない		△								できればさせたい		73		91.8		74.0		79.5		52.1		49.3		46.6		45.2		37.0		30.1		31.5		21.9		20.5				20.5		20.5		20.5		73.0		できればさせたい

		2017		114		4389		保護者		%				わからない		△						させたいと思わない・計				754		91.2		83.0		77.9		51.7		47.9		44.6		41.1		31.3		30.9		28.4		15.8		12.5				12.5		12.5		12.5		754.0				させたいと思わない・計

		2017		115		4390		保護者		%				《子どもを留学させたいか》		△								あまり思わない		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		あまり思わない

		2017		116		4391		保護者		%				留学させたい・計		△								させたいと思わない		416		92.3		83.4		73.8		62.0		68.0		41.8		39.9		26.7		27.4		22.6		36.5		31.0				31.0		31.0		31.0		416.0		させたいと思わない

		2017		117		4392		保護者		%				留学させたい		△						どちらでもよい				116		91.4		86.2		77.6		59.5		66.4		43.1		37.9		25.0		24.1		19.8		36.2		35.3				35.3		35.3		35.3		116.0				どちらでもよい

		2017		119		4394		保護者		%		できれば留学させたい		留学させたいと思わない・計		△				グローバル社会に通用する人材　意向別 シャカイツウヨウジンザイイコウベツ		なってほしい・計				619		93.4		85.9		80.3		55.9		49.4		47.2		45.4		38.8		36.0		32.6		15.5		12.6				12.6		12.6		12.6		619.0				なってほしい・計		グローバル社会に通用する人材　意向別 シャカイツウヨウジンザイイコウベツ

		2017		120		4395		保護者		%				あまり留学させたいと思わない		△								ぜひなってほしい		291		94.2		85.6		79.4		64.3		55.7		49.1		46.7		37.8		39.2		27.5		18.6		16.5				16.5		16.5		16.5		291.0		ぜひなってほしい

		2017		121		4396		保護者		%				留学させたいと思わない		△								できればなってほしい		328		92.7		86.3		81.1		48.5		43.9		45.4		44.2		39.6		33.2		37.2		12.8		9.1				9.1		9.1		9.1		328.0		できればなってほしい

		2017		122		4397		保護者		%				どちらでもよい		△						思わない・計				619		89.0		80.9		75.3		52.5		54.8		37.2		34.2		27.6		28.9		21.3		21.5		18.7				18.7		18.7		18.7		619.0				思わない・計

		2017		123		4398		保護者		%				《グローバル社会に通用する人材について》		×								あまり思わない		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		あまり思わない

		2017		124		4399		保護者		%				なってほしい・計		×								なってほしいと思わない		729		92.0		84.6		74.8		62.0		67.1		41.7		38.1		29.6		31.6		23.7		32.6		29.1				29.1		29.1		29.1		729.0		なってほしいと思わない

		2017		125		4400		保護者		%				ぜひなってほしい		△						どちらでもよい				218		88.1		82.1		72.0		59.2		64.7		38.1		33.0		30.7		27.5		20.6		44.0		39.9				39.9		39.9		39.9		218.0				どちらでもよい

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

																				高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【保護者】2017年 ホゴシャネン

																				集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Q10A~L. 保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：｢思う･計｣一覧<全ベース>

																				グラフタイトル→				進路に関する価値観 シンロカンカチカン

																				回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		「思う・計」 オモケイ

		10pt																【保護者】2017年　進路に関する価値観（全体／「思う・計」）

																								（％）																																				（％）		（％）

		10.5																								（％）		Ａ		Ｄ		Ｂ		Ｈ		Ｉ		Ｋ		Ｌ		Ｅ		Ｊ		Ｃ		Ｇ		Ｆ				0		0		平均回答数

		115																								調査数		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい										調査数

																●		0		2017年		全体				???1722		91.1		83.3		76.8		56.0		55.6		42.0		39.8		31.8		31.4		26.1		23.1		19.6				19.6		19.6		19.60		???1722				全体		2017年

																●		0		続柄別		父親				???220		84.1		78.2		63.2		57.7		63.6		40.9		40.9		27.7		28.2		25.9		30.9		27.7				27.7		27.7		27.70		???220				父親		続柄別

																●		0				母親				???1449		92.5		84.3		79.2		56.3		55.0		42.4		39.6		32.3		32.2		25.6		22.4		18.7				18.7		18.7		18.70		???1449				母親

																×		0				その他				???13		84.6		76.9		46.2		38.5		38.5		30.8		61.5		30.8		23.1		46.2		―		―				―		―		―		???13				その他

																●		0		子ども
性別		男子				???891		89.8		82.4		72.3		54.5		57.8		39.5		38.2		28.3		27.0		24.9		24.8		21.9				21.9		21.9		21.90		???891				男子		子ども
性別

																●		0				女子				???787		93.0		84.6		82.0		58.2		54.0		45.4		41.8		35.5		37.0		26.7		21.7		17.4				17.4		17.4		17.40		???787				女子

																●		0		続柄×
子ども
性別		父親×男子				???139		82.0		77.7		58.3		58.3		63.3		38.8		40.3		24.5		23.0		25.9		33.8		28.8				28.8		28.8		28.80		???139				父親×男子		続柄×
子ども
性別

																●		0				父親×女子				???80		87.5		78.8		71.3		57.5		65.0		45.0		41.3		33.8		37.5		25.0		26.3		26.3				26.3		26.3		26.30		???80				父親×女子

																●		0				母親×男子				???742		91.4		83.3		75.3		53.9		56.9		39.8		37.5		29.0		27.9		24.4		23.5		20.9				20.9		20.9		20.90		???742				母親×男子

																●		0				母親×女子				???703		93.6		85.3		83.2		58.6		52.9		45.4		41.8		35.6		37.0		26.9		21.3		16.5				16.5		16.5		16.50		???703				母親×女子

																×		0				その他×男子				???10		80.0		80.0		40.0		50.0		50.0		30.0		60.0		30.0		20.0		50.0		―		―				―		―		―		???10				その他×男子

																×		0				その他×女子				???3		100.0		66.7		66.7		―		―		33.3		66.7		33.3		33.3		33.3		―		―				―		―		―		???3				その他×女子

																●		0		学科別		普通科				???1304		90.3		82.7		74.6		61.3		62.0		43.2		40.6		30.8		33.6		21.8		26.5		23.2				23.2		23.2		23.20		???1304				普通科		学科別

																●		0				専門学科				???350		93.4		84.9		84.9		35.1		28.6		38.3		36.0		33.1		20.9		41.4		9.1		6.9				6.9		6.9		6.90		???350				専門学科

																●		0				総合学科				???68		94.1		86.8		76.5		61.8		70.6		39.7		45.6		44.1		42.6		29.4		30.9		17.6				17.6		17.6		17.60		???68				総合学科

																×		0		都道府県
別		北海道				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				北海道		都道府県
別

																×		0				青森県				???205		94.1		84.9		80.0		50.7		48.3		46.3		40.5		34.1		28.8		31.2		18.0		14.6				14.6		14.6		14.60		???205				青森県

																×		0				茨城県				???170		91.2		85.9		75.3		57.6		71.8		42.4		41.2		27.1		20.0		20.6		24.7		28.2				28.2		28.2		28.20		???170				茨城県

																×		0				東京都				???77		90.9		83.1		76.6		57.1		76.6		35.1		35.1		31.2		20.8		18.2		33.8		36.4				36.4		36.4		36.40		???77				東京都

																×		0				新潟県				???93		91.4		88.2		74.2		58.1		67.7		48.4		46.2		23.7		19.4		22.6		17.2		21.5				21.5		21.5		21.50		???93				新潟県

																×		0				愛知県				???207		88.9		80.2		70.5		53.1		57.5		42.0		41.1		37.2		32.9		26.6		21.7		14.0				14.0		14.0		14.00		???207				愛知県

																×		0				大阪府				???162		85.8		81.5		71.0		52.5		40.7		33.3		34.0		19.8		40.1		14.2		33.3		28.4				28.4		28.4		28.40		???162				大阪府

																×		0				鳥取県				???143		88.8		79.7		76.9		53.1		48.3		39.9		40.6		33.6		25.9		32.9		17.5		14.7				14.7		14.7		14.70		???143				鳥取県

																×		0				佐賀県				???224		94.6		83.0		77.2		71.0		65.6		45.1		42.9		30.8		47.3		22.8		29.9		24.6				24.6		24.6		24.60		???224				佐賀県

																●				大短
進学率別		95%以上				???378		88.6		84.4		70.1		64.0		78.8		34.4		35.2		26.7		29.6		16.4		39.4		39.9				39.9		39.9		39.90		???378				95%以上		大短
進学率
別

																●		0				70～95%未満				???640		91.7		83.0		75.0		65.3		67.7		42.8		40.5		33.1		36.4		23.3		28.0		21.4				21.4		21.4		21.40		???640				70～95%未満

																●		0				40～70%未満				???204		93.1		88.2		78.4		56.9		44.6		52.5		47.5		32.8		36.8		22.5		17.2		13.7				13.7		13.7		13.70		???204				40～70%未満

																●		0				40%未満				???500		91.2		80.8		83.4		37.8		27.0		42.6		39.4		33.4		24.0		38.4		7.0		4.4				4.4		4.4		4.40		???500				40%未満

																×		0				70%以上・計				???1018		90.6		83.5		73.2		64.8		71.8		39.7		38.5		30.7		33.9		20.7		32.2		28.3				28.3		28.3		28.30		???1018				70%以上・計

																×		0				70%未満・計				???704		91.8		83.0		82.0		43.3		32.1		45.5		41.8		33.2		27.7		33.8		9.9		7.1				7.1		7.1		7.10		???704				70%未満・計

																×		0				進学希望・計				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				進学希望・計		希望進路
別

																●		0		希望進路
別		大学短大進学				???1063		91.7		85.1		73.9		64.8		72.2		42.8		39.9		32.8		35.8		18.8		33.5		29.8				29.8		29.8		29.80		???1063				大学短大進学

																●		0						大学進学		???1021		91.5		84.7		73.4		64.5		73.2		41.7		38.5		32.4		34.8		18.3		34.4		30.8				30.8		30.8		30.80		???1021		大学進学

																●		0						短大進学		???35		97.1		97.1		91.4		71.4		48.6		77.1		74.3		48.6		65.7		34.3		11.4		5.7				5.7		5.7		5.70		???35		短大進学

																●		0						専門職大学進学		???7		100.0		85.7		71.4		71.4		42.9		28.6		71.4		14.3		42.9		14.3		14.3		14.3				14.3		14.3		14.30		???7		短大進学

																●		0				専門学校進学				???129		98.4		79.1		91.5		56.6		26.4		60.5		54.3		35.7		33.3		31.8		7.8		3.9				3.9		3.9		3.90		???129				専門学校進学

																●		0				就職				???178		90.4		88.2		80.3		23.6		16.9		28.1		36.0		38.8		14.6		59.6		3.9		2.2				2.2		2.2		2.20		???178				就職

																×		0				留学				???1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???1				留学

																×		0				その他				???5		100.0		80.0		100.0		40.0		40.0		40.0		60.0		―		20.0		40.0		―		―				―		―		―		???5				その他

																×		0				何でもよい				???318		89.6		79.6		81.1		47.5		37.1		41.5		36.5		24.5		27.0		29.6		7.2		3.8				3.8		3.8		3.80		???318				何でもよい

																×		0				無回答				???28		53.6		46.4		42.9		28.6		21.4		25.0		32.1		17.9		10.7		21.4		7.1		―				―		―		―		???28				無回答

																●		0		進路対話
頻度別		話す･計				???1526		91.4		83.8		76.7		56.1		55.8		42.0		38.7		32.7		31.5		25.6		23.9		20.5				20.5		20.5		20.50		???1526				話す･計		進路対話
頻度別

																●		0						よく話をする		???398		91.7		84.7		76.9		57.3		58.8		45.2		39.9		33.4		30.9		22.9		24.6		22.6				22.6		22.6		22.60		???398		よく話をする

																●		0						時々話をする		???1128		91.3		83.5		76.6		55.7		54.8		40.9		38.3		32.4		31.6		26.6		23.6		19.8				19.8		19.8		19.80		???1128		たまに話をする

																●		0				話さない･計				???193		88.6		79.8		77.7		56.0		53.9		43.0		48.7		24.9		31.1		29.0		17.6		12.4				12.4		12.4		12.40		???193				話さない･計

																●		0						あまり話さない		???178		88.2		79.8		77.0		56.7		53.9		43.3		48.9		26.4		32.0		29.8		17.4		12.9				12.9		12.9		12.90		???178		あまり話さない

																●		0						まったく話さない		???15		93.3		80.0		86.7		46.7		53.3		40.0		46.7		6.7		20.0		20.0		20.0		6.7				6.7		6.7		6.70		???15		まったく話さない

																×		0		希望進路
に関する
認知別		知っている･計				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				知っている･計		希望進路
に関する
認知別

																×		0						よく知っている		???1560		91.3		83.5		76.7		56.2		56.0		42.2		39.2		31.9		31.2		25.3		23.8		20.3				20.3		20.3		20.30		???1560		よく知っている

																×		0						少し知っている		???739		91.7		84.3		78.5		57.2		58.3		44.5		37.6		33.0		31.7		22.2		23.7		20.7				20.7		20.7		20.70		???739		少し知っている

																×		0				知らない･計				???821		90.9		82.8		75.0		55.2		54.0		40.1		40.6		30.8		30.7		28.0		24.0		19.9				19.9		19.9		19.90		???821				知らない･計

																×		0						あまり知らない		???159		89.3		81.8		78.0		55.3		51.6		41.5		46.5		31.4		34.0		33.3		16.4		13.2				13.2		13.2		13.20		???159		あまり知らない

																×		0						まったく知らない		???143		89.5		82.5		78.3		56.6		54.5		42.7		46.9		32.9		35.0		33.6		16.8		14.0				14.0		14.0		14.00		???143		まったく知らない

																×		0		進路の
悩み不安
に関する
認知別		知っている･計				???16		87.5		75.0		75.0		43.8		25.0		31.3		43.8		18.8		25.0		31.3		12.5		6.3				6.3		6.3		6.30		???16				知っている･計		進路の
悩み不安
に関する
認知別

																×		0						よく知っている		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		よく知っている

																×		0						少し知っている		???1193		91.1		82.9		77.1		56.2		56.8		42.3		38.3		32.4		32.2		24.7		23.3		19.9				19.9		19.9		19.90		???1193		少し知っている

																×		0				知らない･計				???392		90.3		83.9		77.0		55.4		56.1		43.4		36.7		34.4		34.7		21.9		21.7		19.4				19.4		19.4		19.40		???392				知らない･計

																×		0						あまり知らない		???801		91.5		82.4		77.2		56.7		57.2		41.8		39.1		31.3		31.0		26.1		24.1		20.1				20.1		20.1		20.10		???801		あまり知らない

																×		0						まったく知らない		???520		91.3		84.4		76.3		56.0		52.9		41.7		43.3		30.6		29.8		28.8		23.1		18.8				18.8		18.8		18.80		???520		まったく知らない

																×		0		進路の
悩み不安
に関する
アドバイス
状況別		している･計				???472		92.2		84.7		76.7		56.8		52.8		41.9		43.0		31.6		30.5		29.2		23.3		19.3				19.3		19.3		19.30		???472				している･計		進路の
悩み不安
に関する
アドバイス
状況別

																×		0						よくしている		???48		83.3		81.3		72.9		47.9		54.2		39.6		45.8		20.8		22.9		25.0		20.8		14.6				14.6		14.6		14.60		???48		よくしている

																×		0						少ししている		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		少ししている

																×		0				していない･計				???1353		91.7		83.1		77.5		55.4		55.2		42.0		38.0		33.3		32.4		25.7		22.9		19.7				19.7		19.7		19.70		???1353				していない･計

																×		0						あまりしていない		???391		92.1		85.2		78.5		57.8		59.3		44.8		38.1		35.8		35.5		24.0		22.8		20.5				20.5		20.5		20.50		???391		あまりしていない

																×		0						まったくしていない		???962		91.6		82.2		77.0		54.5		53.5		40.9		37.9		32.2		31.1		26.4		23.0		19.4				19.4		19.4		19.40		???962		まったくしていない

																×		0		アドバイス
難しさ別		難しい･計				???360		89.2		84.4		74.2		59.4		57.2		43.1		46.9		26.4		27.5		27.2		24.4		19.4				19.4		19.4		19.40		???360				難しい･計		アドバイス
難しさ別

																×		0						非常に難しい		???316		88.9		84.2		75.0		59.5		56.6		43.0		46.8		26.3		26.6		28.2		25.0		19.3				19.3		19.3		19.30		???316		非常に難しい

																×		0						やや難しい		???44		90.9		86.4		68.2		59.1		61.4		43.2		47.7		27.3		34.1		20.5		20.5		20.5				20.5		20.5		20.50		???44		やや難しい

																×		0				難しくない				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				難しくない

																×		0				その他				???1230		92.1		84.6		77.8		59.4		59.0		43.3		40.6		32.8		33.1		25.1		25.3		21.9				21.9		21.9		21.90		???1230				その他

																×		0		働くことの
気がかり別		気がかりあり				???337		92.9		85.8		78.6		59.6		66.5		45.1		45.7		30.6		32.9		19.9		27.3		23.4				23.4		23.4		23.40		???337				気がかりあり		働くことの
気がかり別

																×		0				気がかりなし				???893		91.8		84.2		77.5		59.4		56.2		42.7		38.6		33.6		33.1		27.1		24.5		21.3				21.3		21.3		21.30		???893				気がかりなし

																×		0				考えたことがない				???478		88.7		80.3		74.7		47.3		46.9		39.1		37.7		28.9		27.0		28.2		17.8		13.6				13.6		13.6		13.60		???478				考えたことがない

																×		0		未来社会
展望別		好ましい･計				???4		75.0		25.0		50.0		50.0		50.0		25.0		75.0		50.0		50.0		―		25.0		25.0				25.0		25.0		25.00		???4				好ましい･計		未来社会
展望別

																×		0						とても好ましい		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		とても好ましい

																×		0						まあまあ好ましい		???1100		92.7		87.0		77.6		56.9		55.7		40.0		41.8		32.5		32.8		26.4		24.5		20.3				20.3		20.3		20.30		???1100		まあまあ好ましい

																×		0				好ましくない･計				???463		88.3		76.7		75.6		54.4		56.6		46.7		36.7		29.6		28.5		26.6		20.5		19.0				19.0		19.0		19.00		???463				好ましくない･計

																×		0						あまり好ましくない		???38		86.8		71.1		73.7		55.3		55.3		42.1		34.2		18.4		23.7		10.5		28.9		23.7				23.7		23.7		23.70		???38		あまり好ましくない

																×		0						非常に好ましくない		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		非常に好ましくない

														基本表示でOK→ キホンヒョウジ		▲		0		仕事内容、
楽しさ
について
話す状況
別		話す･計				???1071		91.2		84.1		78.9		54.9		56.0		41.6		38.7		33.1		31.5		27.5		21.7		19.1				19.1		19.1		19.10		???1071				話す･計		仕事内容、
楽しさ
について
話す状況
別

														基本表示でOK→ キホンヒョウジ		▲		0						よく話す		???335		91.3		82.4		79.7		56.7		54.0		49.0		44.8		33.4		32.2		26.9		21.2		19.1				19.1		19.1		19.10		???335		よく話す

														基本表示でOK→ キホンヒョウジ		▲		0						時々話す		???736		91.2		84.9		78.5		54.1		56.9		38.3		35.9		33.0		31.1		27.9		21.9		19.2				19.2		19.2		19.20		???736		時々話す

														基本表示でOK→ キホンヒョウジ		▲		0				話さない･計				???608		91.6		82.6		73.5		57.6		55.1		42.6		41.8		28.0		30.6		23.4		25.2		20.1				20.1		20.1		20.10		???608				話さない･計

														基本表示でOK→ キホンヒョウジ		▲		0						ほとんど話さない		???568		91.4		82.0		73.6		57.0		55.1		41.9		40.7		28.2		30.1		23.2		25.2		19.5				19.5		19.5		19.50		???568		ほとんど話さない

														基本表示でOK→ キホンヒョウジ		▲		0						まったく話さない		???40		95.0		90.0		72.5		65.0		55.0		52.5		57.5		25.0		37.5		25.0		25.0		27.5				27.5		27.5		27.50		???40		まったく話さない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0		将来へのクローバル化影響		ある				???736		91.2		84.9		78.5		54.1		56.9		38.3		35.9		33.0		31.1		27.9		21.9		19.2				19.2		19.2		19.20		???736				ある		将来へのクローバル化影響

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0				ない				???608		91.6		82.6		73.5		57.6		55.1		42.6		41.8		28.0		30.6		23.4		25.2		20.1				20.1		20.1		20.10		???608				ない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0				わからない				???568		91.4		82.0		73.6		57.0		55.1		41.9		40.7		28.2		30.1		23.2		25.2		19.5				19.5		19.5		19.50		???568				わからない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0		留学意向		留学させたい・計				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				留学させたい・計		留学意向

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0						留学させたい		???824		91.6		84.6		75.5		60.2		64.3		39.2		37.9		30.9		31.6		23.2		30.1		26.2				26.2		26.2		26.20		???824		留学させたい

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0						できればさせたい		???73		91.8		74.0		79.5		52.1		49.3		46.6		45.2		37.0		30.1		31.5		21.9		20.5				20.5		20.5		20.50		???73		できればさせたい

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0				させたいと思わない・計				???754		91.2		83.0		77.9		51.7		47.9		44.6		41.1		31.3		30.9		28.4		15.8		12.5				12.5		12.5		12.50		???754				させたいと思わない・計

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0						あまり思わない		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		あまり思わない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0						させたいと思わない		???416		92.3		83.4		73.8		62.0		68.0		41.8		39.9		26.7		27.4		22.6		36.5		31.0				31.0		31.0		31.00		???416		させたいと思わない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0				どちらでもよい				???116		91.4		86.2		77.6		59.5		66.4		43.1		37.9		25.0		24.1		19.8		36.2		35.3				35.3		35.3		35.30		???116				どちらでもよい

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0		グローバル社会に通用する人材　意向別		なってほしい・計				???619		93.4		85.9		80.3		55.9		49.4		47.2		45.4		38.8		36.0		32.6		15.5		12.6				12.6		12.6		12.60		???619				なってほしい・計		グローバル社会に通用する人材　意向別

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0						ぜひなってほしい		???291		94.2		85.6		79.4		64.3		55.7		49.1		46.7		37.8		39.2		27.5		18.6		16.5				16.5		16.5		16.50		???291		ぜひなってほしい

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0						できればなってほしい		???328		92.7		86.3		81.1		48.5		43.9		45.4		44.2		39.6		33.2		37.2		12.8		9.1				9.1		9.1		9.10		???328		できればなってほしい

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0				思わない・計				???619		89.0		80.9		75.3		52.5		54.8		37.2		34.2		27.6		28.9		21.3		21.5		18.7				18.7		18.7		18.70		???619				思わない・計

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		×		0						あまり思わない		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		あまり思わない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		×		0						なってほしいと思わない		???729		92.0		84.6		74.8		62.0		67.1		41.7		38.1		29.6		31.6		23.7		32.6		29.1				29.1		29.1		29.10		???729		なってほしいと思わない

														グローバル化設問のみ→ カセツモン		△		0				どちらでもよい				???218		88.1		82.1		72.0		59.2		64.7		38.1		33.0		30.7		27.5		20.6		44.0		39.9				39.9		39.9		39.90		???218				どちらでもよい

																×		0				0				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0		0

																×		0		0		0				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0		0

																×		0						0		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

																×		0						0		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

																×		0				0				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0

																×		0				0				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				0

																×		0				0		0		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

																×		0				0		0		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0		0		0

																										※		「2017年全体」降順ソート ネンゼンタイコウジュン										100.0		「2017年全体」より10ポイント以上高い ネンゼンタイイジョウタカ

																																						100.0		「2017年全体」より5ポイント以上高い ネンゼンタイイジョウタカ

																																						100.0		「2017年全体」より10ポイント以上低い ネンゼンタイイジョウヒク																												0

																																																																				0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



保護者

		



2017年 全体

男子

女子



高校生
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																										調査数		将来は役に立つ資格を身につけたい		収入や雇用が安定している仕事をしたい		将来は手に職をつけて仕事をしたい		できるだけ学費の安い学校に進学したい		できるだけ国公立の学校に進学したい		できるだけ早く社会に出て働きたい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしたい		できるだけ知名度の高い学校に進学したい		できるだけ難易度の高い学校に進学したい		奨学金制度を活用して進学したい		将来は地元で働きたい		できるだけ地元の学校に進学したい		カメラマン・映像関連		ファッションデザイナー・スタイリスト		ゲーム関係		調理師・シェフ・
パティシエ・フード関連		建築設計士		整備士		トリマー・動物関連		美容師・理容師		ヘア・メイク
アーティスト		保育士・幼稚園教諭		看護師		薬剤師		管理栄養士・栄養士		理学療法士・作業療法士		スポーツトレーナー・
インストラクター		社会福祉士・介護福祉士・福祉関係		環境関連		心理カウンセラー		ＮＰＯ・ボランティア		自営業		農業		農業以外の第１次産業		フリーター		主婦・主夫		その他																無回答 ムカイトウ								平均回答数 ヘイキンカイトウスウ		調査数 チョウサスウ

				3		0		0		0		0		0								全体 ゼンタイ				Q17A~L. 高校生は進学に関してどんな価値観を持っているか：｢思う･計｣一覧<全ベース>																																																																																																								全体 ゼンタイ

		2017		6		8642		2017高校生		%		0										調査数		調査数		調査数		将来は役に立つ資格を身につけたい		収入や雇用が安定している仕事をしたい		将来は手に職をつけて仕事をしたい		できるだけ学費の安い学校に進学したい		できるだけ国公立の学校に進学したい		できるだけ早く社会に出て働きたい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしたい		できるだけ知名度の高い学校に進学したい		できるだけ難易度の高い学校に進学したい		奨学金制度を活用して進学したい		将来は地元で働きたい		できるだけ地元の学校に進学したい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				できるだけ難易度の高い学校に進学したい		できるだけ難易度の高い学校に進学したい		できるだけ難易度の高い学校に進学したい		調査数		調査数		調査数

		2017		6		8642		2017高校生		%		0										調査数		調査数		調査数		将来は役に立つ資格を身につけたい		収入や雇用が安定している仕事をしたい		将来は手に職をつけて仕事をしたい		できるだけ学費の安い学校に進学したい		できるだけ国公立の学校に進学したい		できるだけ早く社会に出て働きたい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしたい		できるだけ知名度の高い学校に進学したい		できるだけ難易度の高い学校に進学したい		奨学金制度を活用して進学したい		将来は地元で働きたい		できるだけ地元の学校に進学したい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				できるだけ難易度の高い学校に進学したい		できるだけ難易度の高い学校に進学したい		できるだけ難易度の高い学校に進学したい		調査数		調査数		調査数

		2017		6		8642		2017高校生		%		0										調査数		調査数		調査数		将来は役に立つ資格を身につけたい		収入や雇用が安定している仕事をしたい		将来は手に職をつけて仕事をしたい		できるだけ学費の安い学校に進学したい		できるだけ国公立の学校に進学したい		できるだけ早く社会に出て働きたい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしたい		できるだけ知名度の高い学校に進学したい		できるだけ難易度の高い学校に進学したい		奨学金制度を活用して進学したい		将来は地元で働きたい		できるだけ地元の学校に進学したい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				できるだけ難易度の高い学校に進学したい		できるだけ難易度の高い学校に進学したい		できるだけ難易度の高い学校に進学したい		調査数		調査数		調査数

		2017		7		8643		2017高校生		%		0		全体		●				2017年 ネン		全体 ゼンタイ				1987		88.6		88.5		82.8		60.3		53.6		44.8		44.7		42.0		38.8		37.3		30.0		25.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				38.8		38.8		38.8		1987.0				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2017		9		8645		2017高校生		%		《性別》		男子		●				性別 セイベツ		男子 ダンシ				1064		86.4		87.9		81.6		55.8		53.5		45.5		39.9		42.9		41.0		31.3		28.7		23.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				41.0		41.0		41.0		1064.0				男子 ダンシ		性別 セイベツ

		2017		10		8646		2017高校生		%		0		女子		●						女子 ジョシ				890		91.7		89.8		84.4		66.0		54.0		44.2		50.2		40.8		36.1		44.2		31.9		28.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				36.1		36.1		36.1		890.0				女子 ジョシ

		2017		12		8648		2017高校生		%		《所属学科別》		普通科		●				学科別 ガッカベツ		普通科				1505		88.8		88.5		83.0		65.6		61.4		42.2		46.0		48.9		45.6		38.6		26.9		26.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				45.6		45.6		45.6		1505.0				普通科		学科別 ガッカベツ

		2017		13		8649		2017高校生		%		0		専門学科		●						専門学科				406		87.4		87.7		82.0		39.7		20.9		53.4		37.9		14.3		13.1		31.0		37.2		19.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				13.1		13.1		13.1		406.0				専門学科

		2017		14		8650		2017高校生		%		0		総合学科		●						総合学科				76		92.1		92.1		82.9		67.1		75.0		50.0		55.3		52.6		42.1		46.1		52.6		44.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				42.1		42.1		42.1		76.0				総合学科

		2017		15		8651		2017高校生		%		総合学科		《都道府県別》		×				都道府県
別 トドウフケンベツ		北海道				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				北海道		都道府県
別 トドウフケンベツ

		2017		16		8652		2017高校生		%		0		北海道		×						青森県				237		92.4		87.8		81.0		56.1		43.5		47.3		48.5		28.3		29.1		39.2		38.4		27.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				29.1		29.1		29.1		237.0				青森県

		2017		17		8653		2017高校生		%		0		岩手県・福島県		×						茨城県				209		89.5		88.5		82.3		70.8		78.0		48.8		48.8		53.1		50.7		40.2		23.4		9.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				50.7		50.7		50.7		209.0				茨城県

		2017		18		8654		2017高校生		%		0		岩手県		×						東京都				79		82.3		91.1		83.5		70.9		89.9		43.0		45.6		59.5		60.8		34.2		26.6		13.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.8		60.8		60.8		79.0				東京都

		2017		19		8655		2017高校生		%		0		福島県		×						新潟県				130		93.8		86.9		81.5		70.8		70.8		52.3		50.8		49.2		44.6		43.8		21.5		6.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				44.6		44.6		44.6		130.0				新潟県

		2017		20		8656		2017高校生		%		0		群馬県		×						愛知県				230		84.8		89.6		78.3		58.7		53.0		45.2		46.5		40.0		34.3		40.9		37.8		34.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				34.3		34.3		34.3		230.0				愛知県

		2017		21		8657		2017高校生		%		0		東京都		×						大阪府				230		89.1		86.1		82.2		56.1		40.0		37.4		41.3		52.6		49.6		36.1		26.1		37.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				49.6		49.6		49.6		230.0				大阪府

		2017		22		8658		2017高校生		%		0		長野県		×						鳥取県				174		84.5		82.8		82.2		50.6		41.4		43.7		36.2		29.9		29.3		32.8		29.3		14.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				29.3		29.3		29.3		174.0				鳥取県

		2017		23		8659		2017高校生		%		0		岐阜県		×						佐賀県				236		86.0		87.7		80.5		71.6		64.4		39.4		43.2		57.6		48.7		33.1		22.5		35.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				48.7		48.7		48.7		236.0				佐賀県

		2017		30		8666		2017高校生		%		《高校タイプ別》		大短進学率95％以上		●				大短
進学率別 オオタンシンガクリツベツ		95%以上 イジョウ				419		87.8		89.3		84.0		68.7		85.7		44.4		43.2		67.1		70.6		32.0		22.7		21.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				70.6		70.6		70.6		419.0				95%以上 イジョウ		大短進学率
別 オオタンシンガクリツベツ

		2017		31		8667		2017高校生		%		0		大短進学率70～95％未満		●						70～95%未満 ミマン				694		89.3		89.2		84.4		68.2		67.6		41.6		46.5		52.6		48.4		37.6		29.5		30.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				48.4		48.4		48.4		694.0				70～95%未満 ミマン

		2017		32		8668		2017高校生		%		0		大短進学率40～70％未満		●						40～70%未満 ミマン				283		92.9		87.3		80.2		66.8		42.8		41.7		53.0		36.4		27.2		49.1		27.6		28.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				27.2		27.2		27.2		283.0				40～70%未満 ミマン

		2017		33		8669		2017高校生		%		0		大短進学率40％未満		●						40%未満 ミマン				591		86.3		87.6		81.2		42.1		19.8		50.3		39.6		14.4		10.5		35.2		36.9		21.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				10.5		10.5		10.5		591.0				40%未満 ミマン

		2017		34		8670		2017高校生		%		0		大短進学率70％以上上記該当校・計		×						70%以上・計 イジョウケイ				1113		88.8		89.2		84.3		68.4		74.4		42.7		45.3		58.0		56.8		35.5		27.0		26.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				56.8		56.8		56.8		1113.0				70%以上・計 イジョウケイ

		2017		35		8671		2017高校生		%		0		大短進学率70％未満上記該当校・計		×						70%未満・計 ミマンケイ				874		88.4		87.5		80.9		50.1		27.2		47.5		43.9		21.5		15.9		39.7		33.9		23.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				15.9		15.9		15.9		874.0				70%未満・計 ミマンケイ

		2017		36		8672		2017高校生		%		大短進学率70％未満上記該当校・計		《希望進路別》		×				希望進路
別 キボウシンロベツ		進学希望・計 シンガクキボウケイ				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				進学希望・計 シンガクキボウケイ		希望進路
別 キボウシンロベツ

		2017		38		8674		2017高校生		%		0		大学・短大進学		●						大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク				1401		90.2		89.9		84.4		69.9		70.6		41.2		47.7		54.6		52.2		40.3		27.4		27.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				52.2		52.2		52.2		1401.0				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク

		2017		39		8675		2017高校生		%		0		大学進学		●								大学進学 ダイガクシンガク		1336		90.1		90.0		84.8		69.7		72.6		40.9		46.6		56.2		54.1		39.3		26.7		27.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				54.1		54.1		54.1		1336.0		大学進学 ダイガクシンガク

		2017		40		8676		2017高校生		%		0		短大進学		●								短大進学 タンダイシンガク		56		94.6		92.9		76.8		76.8		32.1		50.0		69.6		21.4		12.5		58.9		41.1		37.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				12.5		12.5		12.5		56.0		短大進学 タンダイシンガク

		2017		41		8677		2017高校生		%		0		専門職大学		●								専門職大学進学 センモンショクダイガクシンガク		9		77.8		66.7		66.7		55.6		11.1		22.2		66.7		22.2		22.2		66.7		44.4		33.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				22.2		22.2		22.2		9.0		短大進学 タンダイシンガク

		2017		42		8678		2017高校生		%		0		専門学校		●						専門学校進学 センモンガッコウシンガク				202		92.6		83.2		86.1		60.4		13.4		39.6		52.0		17.8		7.9		51.5		27.7		27.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				7.9		7.9		7.9		202.0				専門学校進学 センモンガッコウシンガク

		2017		43		8679		2017高校生		%		0		就職		●						就職 シュウショク				333		83.2		90.4		77.5		22.8		10.2		64.3		27.9		6.3		3.9		17.1		44.1		16.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				3.9		3.9		3.9		333.0				就職 シュウショク

		2017		44		8680		2017高校生		%		0		海外の大学等への進学		×						海外への進学				3		100.0		66.7		66.7		66.7		66.7		100.0		100.0		33.3		33.3		66.7		66.7		33.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				33.3		33.3		33.3		3.0				海外への進学 ガク

		2017		45		8681		2017高校生		%		0		フリーター・その他		×						フリーター･その他 ホカ				17		52.9		41.2		58.8		23.5		―		23.5		35.3		―		―		23.5		23.5		5.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		17.0				フリーター･その他 ホカ

		2017		46		8682		2017高校生		%		0		パート・アルバイト		×								フリーター		1		100.0		―		100.0		100.0		―		100.0		100.0		―		―		100.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		1.0		フリーター

		2017		47		8683		2017高校生		%		0		その他		×								その他 ホカ		16		50.0		43.8		56.3		18.8		―		18.8		31.3		―		―		18.8		25.0		6.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		16.0		その他 ホカ

		2017		48		8684		2017高校生		%		0		無回答		×						無回答 ムカイトウ				31		67.7		64.5		61.3		51.6		45.2		38.7		41.9		35.5		29.0		35.5		9.7		19.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				29.0		29.0		29.0		31.0				無回答 ムカイトウ

		2017		50		8686		2017高校生		%		《進路について話す頻度別》		話す・計		●				進路対話
頻度別 シンロタイワヒンドベツ		話す･計 ハナケイ				1562		91.0		89.7		84.4		61.6		55.6		46.3		45.3		43.9		40.8		38.3		31.2		26.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				40.8		40.8		40.8		1562.0				話す･計 ハナケイ		進路対話
頻度別 シンロタイワヒンドベツ

		2017		51		8687		2017高校生		%		0		よく話をする		●								よく話をする ハナ		365		91.0		89.0		86.3		66.8		60.5		43.8		48.2		55.1		47.7		44.9		33.4		29.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				47.7		47.7		47.7		365.0		よく話をする ハナ

		2017		52		8688		2017高校生		%		0		時々話をする		●								時々話をする トキドキハナシ		1197		91.1		89.9		83.8		60.0		54.1		47.0		44.4		40.4		38.8		36.3		30.6		25.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				38.8		38.8		38.8		1197.0		たまに話をする ハナシ

		2017		53		8689		2017高校生		%		0		話さない・計		●						話さない･計 ハナシケイ				413		79.9		84.0		77.0		55.7		46.2		39.2		42.4		35.1		31.5		33.2		25.9		20.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				31.5		31.5		31.5		413.0				話さない･計 ハナシケイ

		2017		54		8690		2017高校生		%		0		あまり話さない		●								あまり話さない ハナ		365		80.0		85.8		77.0		56.2		47.4		38.6		42.7		35.3		31.2		32.6		25.5		20.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				31.2		31.2		31.2		365.0		あまり話さない ハナ

		2017		55		8691		2017高校生		%		0		まったく話さない		●								まったく話さない ハナ		48		79.2		70.8		77.1		52.1		37.5		43.8		39.6		33.3		33.3		37.5		29.2		25.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				33.3		33.3		33.3		48.0		まったく話さない ハナ

		2017		56		8692		2017高校生		%		まったく話さない		《希望進路に関する保護者の認知別》		×				希望進路
に関する
保護者の
認知別 キボウシンロカンニンチベツ		知っている･計 シケイ				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				知っている･計 シケイ		希望進路
に関する
保護者の
認知別 キボウシンロカンニンチベツ

		2017		57		8693		2017高校生		%		0		知っている・計		×								よく知っている シ		1761		90.1		89.4		83.4		61.2		54.7		45.1		44.8		43.0		40.4		38.0		30.8		25.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				40.4		40.4		40.4		1761.0		よく知っている シ

		2017		58		8694		2017高校生		%		0		よく知っている		×								少し知っている スコシ		912		91.8		89.7		86.3		62.4		57.7		46.2		44.8		45.4		43.8		39.9		33.4		28.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.8		43.8		43.8		912.0		少し知っている スコシ

		2017		59		8695		2017高校生		%		0		少し知っている		×						知らない･計 シケイ				849		88.3		89.0		80.3		60.0		51.6		44.1		44.8		40.5		36.7		36.0		28.0		22.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				36.7		36.7		36.7		849.0				知らない･計 シケイ

		2017		60		8696		2017高校生		%		0		知らない・計		×								あまり知らない シ		219		76.7		80.8		78.5		53.9		44.7		42.5		43.4		32.9		25.6		30.6		23.7		23.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				25.6		25.6		25.6		219.0		あまり知らない シ

		2017		61		8697		2017高校生		%		0		あまり知らない		×								まったく知らない シ		194		76.3		82.0		78.9		53.1		46.4		44.3		43.3		34.0		26.3		31.4		23.7		23.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				26.3		26.3		26.3		194.0		まったく知らない シ

		2017		62		8698		2017高校生		%		あまり知らない		まったく知らない		×				進路の
悩みや不安
に関する
保護者の
認知別 シンロナヤフアンカンホゴシャニンチベツ		知っている･計 シケイ				25		80.0		72.0		76.0		60.0		32.0		28.0		44.0		24.0		20.0		24.0		24.0		20.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				20.0		20.0		20.0		25.0				知っている･計 シケイ		進路の
悩みや不安
に関する
保護者の
認知別 シンロナヤフアンカンホゴシャニンチベツ

		2017		63		8699		2017高校生		%		0		《進路の悩み不安に関する保護者の認知別》		×								よく知っている シ		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		よく知っている シ

		2017		64		8700		2017高校生		%		0		知っている・計		×								少し知っている スコシ		1315		89.7		90.0		83.3		61.7		55.7		44.6		45.6		44.2		40.7		37.7		31.3		27.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				40.7		40.7		40.7		1315.0		少し知っている スコシ

		2017		65		8701		2017高校生		%		0		よく知っている		×						知らない･計 シケイ				380		88.9		90.3		85.3		63.4		57.4		45.5		46.1		47.6		43.9		37.6		34.7		30.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.9		43.9		43.9		380.0				知らない･計 シケイ

		2017		66		8702		2017高校生		%		0		少し知っている		×								あまり知らない シ		935		90.1		89.9		82.6		61.1		55.0		44.2		45.5		42.8		39.4		37.8		29.8		26.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				39.4		39.4		39.4		935.0		あまり知らない シ

		2017		67		8703		2017高校生		%		0		知らない・計		×								まったく知らない シ		657		86.6		85.7		81.9		57.7		49.8		45.7		42.9		37.4		34.9		36.2		27.9		21.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				34.9		34.9		34.9		657.0		まったく知らない シ

		2017		68		8704		2017高校生		%		知らない・計		あまり知らない		×				進路検討
時の
気持ち別 シンロケントウジキモベツ		自分の可能性が広がるようで、楽しい				538		86.8		86.4		81.4		57.6		51.1		45.7		43.5		38.3		36.2		36.1		28.8		22.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				36.2		36.2		36.2		538.0				自分の可能性が広がるようで、楽しい		進路検討
時の
気持ち別 シンロケントウジキモベツ

		2017		69		8705		2017高校生		%		0		まったく知らない		×						自分の将来にそんなにいいことはない、考えてもつまらない				119		85.7		82.4		84.0		58.0		43.7		45.4		40.3		33.6		28.6		37.0		23.5		19.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				28.6		28.6		28.6		119.0				自分の将来にそんなにいいことはない、考えてもつまらない

		2017		70		8706		2017高校生		%		0		《進路を考える時の高校生の気持ち別》		×						考えること自体がめんどうくさい				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				考えること自体がめんどうくさい

		2017		71		8707		2017高校生		%		0		楽しい気持ち・計		×						進路のことより、もっと考えたいことがある				455		90.5		86.2		85.5		60.0		55.6		47.9		41.5		47.5		44.6		38.7		27.0		25.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				44.6		44.6		44.6		455.0				進路のことより、もっと考えたいことがある

		2017		72		8708		2017高校生		%		0		楽しい気持ち		×						今が楽しければいいので先のことは考えない				127		87.4		80.3		82.7		55.1		51.2		57.5		44.9		48.0		44.9		44.1		31.5		26.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				44.9		44.9		44.9		127.0				今が楽しければいいので先のことは考えない

		2017		73		8709		2017高校生		%		0		どちらかといえば楽しい気持ち		×						自分がどうなってしまうのか不安になる				328		91.8		88.4		86.6		61.9		57.3		44.2		40.2		47.3		44.5		36.6		25.3		24.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				44.5		44.5		44.5		328.0				自分がどうなってしまうのか不安になる

		2017		74		8710		2017高校生		%		0		不安な気持ち・計		×						その他				1427		89.0		90.1		83.0		61.8		55.0		44.5		46.4		41.5		38.3		37.5		31.0		25.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				38.3		38.3		38.3		1427.0				その他

		2017		75		8711		2017高校生		%		不安な気持ち・計		どちらかというと不安		×				アドバイス
希望別 キボウベツ		希望あり･計 キボウケイ				823		89.1		90.8		84.4		59.5		56.1		45.8		45.0		42.8		39.4		37.4		30.0		25.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				39.4		39.4		39.4		823.0				希望あり･計 キボウケイ		アドバイス
希望別 キボウベツ

		2017		76		8712		2017高校生		%		0		不安な気持ち		×								たくさん		604		88.9		89.2		81.0		64.9		53.5		42.7		48.3		39.7		36.8		37.6		32.5		25.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				36.8		36.8		36.8		604.0		たくさん

		2017		77		8713		2017高校生		%		0		考えたことがない		×								ある程度 テイド		97		74.2		75.3		68.0		42.3		26.8		36.1		33.0		22.7		18.6		26.8		27.8		28.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				18.6		18.6		18.6		97.0		ある程度 テイド

		2017		78		8714		2017高校生		%		0		《進路選択に際してアドバイス希望別》		×						希望なし･計 キボウケイ				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				希望なし･計 キボウケイ

		2017		79		8715		2017高校生		%		0		アドバイス希望あり・計		×								あまりほしくない		1243		89.8		90.0		83.3		60.7		53.2		45.1		45.3		41.6		38.1		37.6		32.9		27.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				38.1		38.1		38.1		1243.0		あまりほしくない

		2017		80		8716		2017高校生		%		0		たくさんアドバイスしてほしい		×								いらない		241		89.2		89.6		84.2		56.0		48.5		49.8		44.4		46.5		39.0		35.7		39.4		30.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				39.0		39.0		39.0		241.0		いらない

		2017		86		8722		2017高校生		%		《進路選択に関する保護者の態度別》		干渉・計		●				進路選択
に関する
保護者の
態度別 シンロセンタクカンホゴシャタイドベツ		干渉･計 カンショウケイ				493		90.9		89.9		86.2		64.3		58.6		47.7		45.8		48.1		45.4		39.1		28.8		26.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				45.4		45.4		45.4		493.0				干渉･計 カンショウケイ		進路選択
に関する
保護者の
態度別 シンロセンタクカンホゴシャタイドベツ

		2017		87		8723		2017高校生		%		0		干渉しすぎる		●								干渉しすぎる カンショウ		88		92.0		90.9		88.6		69.3		65.9		58.0		52.3		54.5		46.6		45.5		42.0		27.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				46.6		46.6		46.6		88.0		干渉しすぎる カンショウ

		2017		88		8724		2017高校生		%		0		やや干渉しすぎる		●								やや干渉しすぎる カンショウ		405		90.6		89.6		85.7		63.2		57.0		45.4		44.4		46.7		45.2		37.8		25.9		25.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				45.2		45.2		45.2		405.0		やや干渉しすぎる カンショウ

		2017		89		8725		2017高校生		%		0		ちょうどいい		●						ちょうどいい				1276		88.4		88.7		81.9		58.4		52.3		44.7		42.9		40.4		37.1		35.1		31.1		25.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				37.1		37.1		37.1		1276.0				ちょうどいい

		2017		90		8726		2017高校生		%		0		無関心・計		●						無関心･計 ムカンシンケイ				205		86.3		85.4		82.0		64.4		51.7		40.5		53.2		37.6		33.7		46.8		26.3		23.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				33.7		33.7		33.7		205.0				無関心･計 ムカンシンケイ

		2017		91		8727		2017高校生		%		0		やや無関心		●								やや無関心 ムカンシン		183		86.3		87.4		82.0		63.9		51.4		40.4		52.5		35.5		32.8		45.9		25.7		22.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				32.8		32.8		32.8		183.0		やや無関心 ムカンシン

		2017		92		8728		2017高校生		%		0		無関心すぎる		●								無関心すぎる ムカンシン		22		86.4		68.2		81.8		68.2		54.5		40.9		59.1		54.5		40.9		54.5		31.8		31.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				40.9		40.9		40.9		22.0		無関心すぎる ムカンシン

		2017		93		8729		2017高校生		%		無関心すぎる		《家庭でのキャリア教育経験別１》		▲				家庭内
キャリア
教育
経験別 カテイナイキョウイクケイケンベツ		高い				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				高い		家庭内
キャリア
教育
経験別 カテイナイキョウイクケイケンベツ

		2017		94		8730		2017高校生		%		0		高い		▲						中				142		94.4		93.7		86.6		70.4		64.1		53.5		59.9		55.6		49.3		49.3		49.3		42.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				49.3		49.3		49.3		142.0				中

		2017		95		8731		2017高校生		%		0		中		▲						低い				1146		91.1		90.6		84.8		61.7		55.3		45.6		43.4		42.6		40.2		37.3		31.1		25.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				40.2		40.2		40.2		1146.0				低い

		2017		96		8732		2017高校生		%		中		低い		▲				家族に自分の本音を話してきた カゾクジブンホンネハナ		あてはまる･計 ケイ				699		83.4		84.0		78.7		56.1		48.8		41.6		43.8		38.2		34.3		35.1		24.3		22.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				34.3		34.3		34.3		699.0				あてはまる･計 ケイ		家族に自分の本音を話してきた カゾクジブンホンネハナ

		2017		97		8733		2017高校生		%		0		《家庭でのキャリア教育経験別２》		▲						あてはまらない･計 ケイ				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				あてはまらない･計 ケイ

		2017		98		8734		2017高校生		%		0		Ａ．褒められている：ある・計		▲				厳しくしつけられてきた キビ		あてはまる･計 ケイ				945		91.6		90.5		85.4		62.3		58.5		46.8		44.1		45.3		43.0		37.4		34.8		27.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.0		43.0		43.0		945.0				あてはまる･計 ケイ		厳しくしつけられてきた キビ

		2017		99		8735		2017高校生		%		0		Ａ．褒められている：どちらともいえない		▲						あてはまらない･計 ケイ				704		87.4		87.8		81.4		57.1		49.0		43.9		43.6		38.5		34.9		35.4		26.6		22.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				34.9		34.9		34.9		704.0				あてはまらない･計 ケイ

		2017		100		8736		2017高校生		%		0		Ａ．褒められている：ない・計		▲				よくほめられてきた		あてはまる･計 ケイ				320		83.8		85.3		80.0		62.8		50.3		41.6		49.4		40.9		36.3		41.9		23.4		26.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				36.3		36.3		36.3		320.0				あてはまる･計 ケイ		よくほめられてきた

		2017		101		8737		2017高校生		%		0		Ｂ．夢や目標を大切に：ある・計		▲						あてはまらない･計 ケイ				745		92.8		91.9		87.2		65.0		59.3		50.2		48.3		48.1		45.6		42.0		33.0		26.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				45.6		45.6		45.6		745.0				あてはまらない･計 ケイ

		2017		102		8738		2017高校生		%		0		Ｂ．夢や目標を大切に：どちらともいえない		▲				｢あなたの将来は明るい｣と言われてきた ショウライアカイ		あてはまる･計 ケイ				769		87.4		86.9		80.4		56.3		50.8		44.2		41.5		39.3		35.6		33.3		30.8		24.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				35.6		35.6		35.6		769.0				あてはまる･計 ケイ		｢あなたの将来は明るい｣と言われてきた ショウライアカイ

		2017		103		8739		2017高校生		%		0		Ｂ．夢や目標を大切に：ない・計		▲						あてはまらない･計 ケイ				456		84.9		86.6		80.9		60.5		49.6		37.5		44.7		37.3		33.8		36.6		23.9		24.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				33.8		33.8		33.8		456.0				あてはまらない･計 ケイ

		2017		104		8740		2017高校生		%		0		Ｃ．自分で選択し責任を持つ：ある・計		▲				｢夢や目標を持つことは大切｣と言われてきた ユメモクヒョウモタイセツイ		あてはまる･計 ケイ				1034		92.5		90.8		87.3		63.1		56.2		50.4		48.3		44.0		41.6		40.0		33.1		26.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				41.6		41.6		41.6		1034.0				あてはまる･計 ケイ		｢夢や目標を持つことは大切｣と言われてきた ユメモクヒョウモタイセツイ

		2017		105		8741		2017高校生		%		0		Ｃ．自分で選択し責任を持つ：どちらともいえない		▲						あてはまらない･計 ケイ				640		85.2		86.7		78.1		55.3		51.3		40.5		40.8		40.3		34.8		33.0		28.6		24.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				34.8		34.8		34.8		640.0				あてはまらない･計 ケイ

		2017		106		8742		2017高校生		%		0		Ｃ．自分で選択し責任を持つ：ない・計		▲				｢自分で選択し責任を持つ｣よう言われてきた ジブンセンタクセキニンモイ		あてはまる･計 ケイ				295		83.7		85.4		78.6		62.7		50.2		34.9		41.4		39.0		38.0		37.3		22.0		24.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				38.0		38.0		38.0		295.0				あてはまる･計 ケイ		｢自分で選択し責任を持つ｣よう言われてきた ジブンセンタクセキニンモイ

		2017		107		8743		2017高校生		%		0		Ｄ．あなたの意見が尊重される：ある・計		▲						あてはまらない･計 ケイ				1314		92.0		91.2		86.1		63.9		56.8		45.6		46.3		44.7		41.9		38.5		31.7		26.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				41.9		41.9		41.9		1314.0				あてはまらない･計 ケイ

		2017		108		8744		2017高校生		%		0		Ｄ．あなたの意見が尊重される：どちらともいえない		▲				｢自分で選択し責任を持つ｣体験をしてきた ジブンセンタクセキニンモタイケン		あてはまる･計 ケイ				500		82.2		84.6		77.0		53.0		49.2		45.8		41.2		37.4		33.6		34.4		28.4		22.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				33.6		33.6		33.6		500.0				あてはまる･計 ケイ		｢自分で選択し責任を持つ｣体験をしてきた ジブンセンタクセキニンモタイケン

		2017		109		8745		2017高校生		%		0		Ｄ．あなたの意見が尊重される：ない・計		▲						あてはまらない･計 ケイ				152		82.9		80.3		76.3		57.2		42.8		35.5		44.1		35.5		30.3		37.5		20.4		23.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				30.3		30.3		30.3		152.0				あてはまらない･計 ケイ

		2017		110		8746		2017高校生		%		Ｄ．あなたの意見が尊重される：ない・計		Ｅ．励ましてくれる：ある・計		×				未来社会
展望別 ミライシャカイテンボウベツ		好ましい･計 コノケイ				986		91.8		91.0		86.2		65.0		58.0		47.5		48.2		46.0		43.8		40.0		33.9		28.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.8		43.8		43.8		986.0				好ましい･計 コノケイ		未来社会
展望別 ミライシャカイテンボウベツ

		2017		111		8747		2017高校生		%		0		Ｅ．励ましてくれる：どちらともいえない		×								とても好ましい コノ		690		87.2		87.1		80.1		55.5		51.2		42.2		41.0		38.7		34.5		34.5		26.8		21.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				34.5		34.5		34.5		690.0		とても好ましい コノ

		2017		112		8748		2017高校生		%		0		Ｅ．励ましてくれる：ない・計		×								まあまあ好ましい コノ		292		82.9		84.9		79.5		57.2		45.9		42.5		42.8		37.7		33.2		35.6		24.7		24.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				33.2		33.2		33.2		292.0		まあまあ好ましい コノ

		2017		113		8749		2017高校生		%		0		Ｆ．頭ごなしに否定されない：ある・計		×						好ましくない･計 コノケイ				911		91.7		92.0		86.2		61.6		57.3		45.8		43.8		46.5		44.1		38.2		33.3		27.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				44.1		44.1		44.1		911.0				好ましくない･計 コノケイ

		2017		114		8750		2017高校生		%		0		Ｆ．頭ごなしに否定されない：どちらともいえない		×								あまり好ましくない コノ		760		86.2		86.7		79.5		58.6		49.3		43.6		44.2		38.7		33.8		35.8		28.2		24.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				33.8		33.8		33.8		760.0		あまり好ましくない コノ

		2017		115		8751		2017高校生		%		0		Ｆ．頭ごなしに否定されない：ない・計		×								非常に好ましくない ヒジョウコノ		296		87.2		83.8		82.4		62.8		54.4		45.6		49.7		37.5		36.1		38.5		25.0		22.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				36.1		36.1		36.1		296.0		非常に好ましくない ヒジョウコノ

		2017		116		8752		2017高校生		%		Ｆ．頭ごなしに否定されない：ない・計		Ｇ．先回りして考えてくれる：ある・計		×				進路選択
意識別		考えている・計				593		90.7		91.6		87.4		61.4		55.5		51.8		45.4		47.0		43.8		39.5		37.4		31.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.8		43.8		43.8		593.0				考えている・計		進路選択
意識別

		2017		117		8753		2017高校生		%		0		Ｇ．先回りして考えてくれる：どちらともいえない		×								かなり考えている		903		88.0		88.5		81.3		58.9		51.6		43.4		43.7		39.6		36.1		35.5		28.1		23.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				36.1		36.1		36.1		903.0		かなり考えている

		2017		118		8754		2017高校生		%		0		Ｇ．先回りして考えてくれる：ない・計		×								ある程度考えている		474		88.0		85.4		81.0		62.7		55.9		39.0		46.2		40.9		38.4		38.2		24.5		22.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				38.4		38.4		38.4		474.0		ある程度考えている

		2017		119		8755		2017高校生		%		0		Ｈ．決めたり手伝ったりする：ある・計		×						考えていない・計				647		90.3		90.9		85.9		66.5		58.1		49.6		48.5		48.4		45.9		41.6		35.7		31.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				45.9		45.9		45.9		647.0				考えていない・計

		2017		120		8756		2017高校生		%		0		Ｈ．決めたり手伝ったりする：どちらともいえない		×						　あまり考えていない		あまり考えていない		833		87.4		87.3		80.9		56.9		50.5		42.6		42.4		40.1		35.8		34.6		28.5		22.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				35.8		35.8		35.8		833.0		あまり考えていない		　あまり考えていない

		2017		121		8757		2017高校生		%		0		Ｈ．決めたり手伝ったりする：ない・計		×						　まったく考えていない		まったく考えていない		489		89.4		88.1		82.8		59.1		53.8		42.5		44.2		37.6		35.4		36.6		25.2		22.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				35.4		35.4		35.4		489.0		まったく考えていない		　まったく考えていない

		2017		122		8758		2017高校生		%		Ｈ．決めたり手伝ったりする：ない・計		Ｉ．干渉をしない：ある・計		×				なぜ学ぶ
対話別 マナタイワベツ		対話あり タイワ				598		90.0		90.6		85.5		64.0		55.4		50.5		46.7		45.0		43.1		40.1		33.9		27.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.1		43.1		43.1		598.0				対話あり タイワ		なぜ学ぶ
対話別 マナタイワベツ

		2017		123		8759		2017高校生		%		0		Ｉ．干渉をしない：どちらともいえない		×						対話なし タイワ				874		88.0		87.0		79.4		55.5		49.8		41.4		43.1		39.1		35.2		35.0		28.3		24.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				35.2		35.2		35.2		874.0				対話なし タイワ

		2017		124		8760		2017高校生		%		Ｉ．干渉をしない：どちらともいえない		Ｉ．干渉をしない：ない・計		×				なぜ働く
対話別 ハタラタイワベツ		対話あり タイワ				493		88.8		89.2		86.4		65.3		58.8		43.8		45.4		44.2		40.4		38.3		28.2		25.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				40.4		40.4		40.4		493.0				対話あり タイワ		なぜ働く
対話別 ハタラタイワベツ

		2017		125		8761		2017高校生		%		0		Ｊ．ニュースや社会の動き：ある・計		×						対話なし タイワ				798		91.1		90.4		85.5		65.9		61.0		48.6		46.5		47.2		45.9		39.1		33.1		27.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				45.9		45.9		45.9		798.0				対話なし タイワ

		2017		162		8798		2017高校生		%		《仕事内容、楽しさについて話す状況別》		話す・計		●				保護者と
仕事内容
楽しさ
について
話す状況
別 ハナジョウキョウ		話す･計 ハナケイ				833		90.5		89.8		83.3		62.1		56.2		45.7		44.7		41.2		38.3		40.5		31.3		25.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				38.3		38.3		38.3		833.0				話す･計 ハナケイ		保護者と
仕事内容、
楽しさ
について
話す状況
別 ハナジョウキョウ

		2017		163		8799		2017高校生		%		0		よく話す		●								よく話す ハナ		259		91.1		91.1		84.9		65.6		57.1		47.5		47.9		45.2		39.8		44.0		33.6		28.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				39.8		39.8		39.8		259.0		よく話す ハナ

		2017		164		8800		2017高校生		%		0		時々話す		●								時々話す トキドキハナ		574		90.2		89.2		82.6		60.5		55.7		44.9		43.2		39.4		37.6		38.9		30.3		23.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				37.6		37.6		37.6		574.0		時々話す トキドキハナ

		2017		165		8801		2017高校生		%		0		話さない・計		●						話さない･計 ハナシケイ				1144		87.4		87.7		82.6		59.3		51.8		44.1		44.7		42.5		39.2		35.1		29.0		25.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				39.2		39.2		39.2		1144.0				話さない･計 ハナシケイ

		2017		166		8802		2017高校生		%		0		あまり話さない		●								ほとんど話さない ハナ		949		88.1		89.4		83.6		59.9		53.1		45.5		45.2		43.9		40.7		34.9		29.9		26.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				40.7		40.7		40.7		949.0		ほとんど話さない ハナ

		2017		167		8803		2017高校生		%		0		まったく話さない		●								まったく話さない ハナ		195		84.1		79.5		77.9		56.4		45.6		36.9		42.1		35.4		31.8		36.4		24.6		20.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				31.8		31.8		31.8		195.0		まったく話さない ハナ

		2017		149		8785		2017高校生		%		《自己進路実現可能感別》		思う・計		▲				自己進路
実現可能
感別		思う・計				1459		90.3		89.4		84.7		60.2		55.4		47.2		43.7		44.3		41.2		38.1		30.4		25.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				41.2		41.2		41.2		1459.0				思う・計		自己進路
実現可能
感別

		2017		150		8786		2017高校生		%		0		そう思う		▲						　そう思う		そう思う		327		89.3		82.9		81.7		59.9		56.0		47.7		41.9		45.0		46.2		41.0		33.9		26.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				46.2		46.2		46.2		327.0		そう思う		　そう思う

		2017		151		8787		2017高校生		%		0		ややそう思う		▲						　ややそう思う		ややそう思う		1132		90.5		91.3		85.6		60.2		55.3		47.0		44.3		44.2		39.8		37.3		29.4		25.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				39.8		39.8		39.8		1132.0		ややそう思う		　ややそう思う

		2017		152		8788		2017高校生		%		0		思わない・計		▲						思わない・計				518		84.2		85.9		77.6		60.8		48.8		38.0		47.1		34.9		31.9		34.4		29.0		26.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				31.9		31.9		31.9		518.0				思わない・計

		2017		153		8789		2017高校生		%		0		あまり思わない		▲						　あまり思わない		あまり思わない		463		84.9		86.4		78.2		61.8		50.3		39.7		47.3		36.3		32.6		35.2		28.7		27.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				32.6		32.6		32.6		463.0		あまり思わない		　あまり思わない

		2017		154		8790		2017高校生		%		0		まったく思わない		▲						　まったく思わない		まったく思わない		55		78.2		81.8		72.7		52.7		36.4		23.6		45.5		23.6		25.5		27.3		30.9		16.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				25.5		25.5		25.5		55.0		まったく思わない		　まったく思わない

		2017		142		8778		2017高校生		%		《進路選択の意識別》		考えている・計		△				将来へのクローバル化影響 ショウライカエイキョウ		ある				1619		90.2		88.8		84.2		61.5		55.5		45.7		45.9		44.3		41.4		39.2		30.0		25.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				41.4		41.4		41.4		1619.0				ある		将来へのクローバル化影響 ショウライカエイキョウ

		2017		143		8779		2017高校生		%		0		かなり考えている		△						ない				413		92.5		87.4		88.9		65.9		61.7		48.2		49.4		52.8		50.8		45.0		32.7		26.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				50.8		50.8		50.8		413.0				ない

		2017		144		8780		2017高校生		%		0		ある程度考えている		△						わからない				1206		89.5		89.3		82.7		60.0		53.4		44.9		44.7		41.4		38.1		37.2		29.1		24.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				38.1		38.1		38.1		1206.0				わからない

		2017		146		8782		2017高校生		%		考えていない・計		あまり考えていない		△				グローバル社会に通用する人材　意向別 シャカイツウヨウジンザイイコウベツ		なりたい・計				347		82.7		87.9		77.5		55.6		46.4		41.8		38.6		32.6		27.4		28.2		30.3		27.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				27.4		27.4		27.4		347.0				なりたい・計		グローバル社会に通用する人材　意向別 シャカイツウヨウジンザイイコウベツ

		2017		147		8783		2017高校生		%		0		まったく考えていない		△								ぜひなりたい		15		53.3		60.0		53.3		53.3		26.7		20.0		46.7		6.7		20.0		26.7		26.7		26.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				20.0		20.0		20.0		15.0		ぜひなりたい

		2017		148		8784		2017高校生		%		0		《自己進路実現可能感別》		△								できればなりたい		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		できればなりたい

		2017		149		8785		2017高校生		%		0		思う・計		△						なりたいと思わない・計				1459		90.3		89.4		84.7		60.2		55.4		47.2		43.7		44.3		41.2		38.1		30.4		25.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				41.2		41.2		41.2		1459.0				なりたいと思わない・計

		2017		150		8786		2017高校生		%		0		そう思う		△								あまり思わない		327		89.3		82.9		81.7		59.9		56.0		47.7		41.9		45.0		46.2		41.0		33.9		26.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				46.2		46.2		46.2		327.0		あまり思わない

		2017		151		8787		2017高校生		%		0		ややそう思う		△								なりたいと思わない		1132		90.5		91.3		85.6		60.2		55.3		47.0		44.3		44.2		39.8		37.3		29.4		25.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				39.8		39.8		39.8		1132.0		なりたいと思わない

		2017		×		0		0		0		0		0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0		0		0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0		0		0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0		0		0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0		0		0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0		0		0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

		2017		×		0		0		0		0		0		×										0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―

																				高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【高校生】2017年 コウコウセイネン

																				集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Q17A~L. 高校生は進学に関してどんな価値観を持っているか：｢思う･計｣一覧<全ベース>

																				グラフタイトル→				進路に関する価値観 シンロカンカチカン

																				回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		「思う・計」 オモケイ

		10pt																【高校生】2017年　進路に関する価値観（全体／「思う・計」）

																								（％）																																																																																																						（％）		（％）

								0

		10.5																								（％）		A.		D.		B.		H.		I.		C.		L.		G.		F.		K.		E.		J.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		平均回答数

		115																								調査数		将来は役に立つ資格を身につけたい		収入や雇用が安定している仕事をしたい		将来は手に職をつけて仕事をしたい		できるだけ学費の安い学校に進学したい		できるだけ国公立の学校に進学したい		できるだけ早く社会に出て働きたい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしたい		できるだけ知名度の高い学校に進学したい		できるだけ難易度の高い学校に進学したい		奨学金制度を活用して進学したい		将来は地元で働きたい		できるだけ地元の学校に進学したい		カメラマン・映像関連		ファッションデザイナー・スタイリスト		ゲーム関係		調理師・シェフ・
パティシエ・フード関連		建築設計士		整備士		トリマー・動物関連		美容師・理容師		ヘア・メイク
アーティスト		保育士・幼稚園教諭		看護師		薬剤師		管理栄養士・栄養士		理学療法士・作業療法士		スポーツトレーナー・
インストラクター		社会福祉士・介護福祉士・福祉関係		環境関連		心理カウンセラー		ＮＰＯ・ボランティア		自営業		農業		農業以外の第１次産業		フリーター		主婦・主夫		その他		0		0		0		0		0		0		0		無回答										調査数

																●		0		2017年		全体				???1987		88.6		88.5		82.8		60.3		53.6		44.8		44.7		42.0		38.8		37.3		30.0		25.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				38.8		38.8		38.80		1987				全体		2017年

																●		0		性別		男子				???1064		86.4		87.9		81.6		55.8		53.5		45.5		39.9		42.9		41.0		31.3		28.7		23.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				41.0		41.0		41.00		1064				男子		性別

																●		0				女子				???890		91.7		89.8		84.4		66.0		54.0		44.2		50.2		40.8		36.1		44.2		31.9		28.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				36.1		36.1		36.10		890				女子

																●		0		学科別		普通科				???1505		88.8		88.5		83.0		65.6		61.4		42.2		46.0		48.9		45.6		38.6		26.9		26.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				45.6		45.6		45.60		1505				普通科		学科別

																●		0				専門学科				???406		87.4		87.7		82.0		39.7		20.9		53.4		37.9		14.3		13.1		31.0		37.2		19.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				13.1		13.1		13.10		406				専門学科

																●		0				総合学科				???76		92.1		92.1		82.9		67.1		75.0		50.0		55.3		52.6		42.1		46.1		52.6		44.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				42.1		42.1		42.10		76				総合学科

																×		0		都道府県
別		北海道				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				北海道		都道府県
別

																×		0				青森県				???237		92.4		87.8		81.0		56.1		43.5		47.3		48.5		28.3		29.1		39.2		38.4		27.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				29.1		29.1		29.10		237				青森県

																×		0				茨城県				???209		89.5		88.5		82.3		70.8		78.0		48.8		48.8		53.1		50.7		40.2		23.4		9.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				50.7		50.7		50.70		209				茨城県

																×		0				東京都				???79		82.3		91.1		83.5		70.9		89.9		43.0		45.6		59.5		60.8		34.2		26.6		13.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				60.8		60.8		60.80		79				東京都

																×		0				新潟県				???130		93.8		86.9		81.5		70.8		70.8		52.3		50.8		49.2		44.6		43.8		21.5		6.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				44.6		44.6		44.60		130				新潟県

																×		0				愛知県				???230		84.8		89.6		78.3		58.7		53.0		45.2		46.5		40.0		34.3		40.9		37.8		34.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				34.3		34.3		34.30		230				愛知県

																×		0				大阪府				???230		89.1		86.1		82.2		56.1		40.0		37.4		41.3		52.6		49.6		36.1		26.1		37.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				49.6		49.6		49.60		230				大阪府

																×		0				鳥取県				???174		84.5		82.8		82.2		50.6		41.4		43.7		36.2		29.9		29.3		32.8		29.3		14.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				29.3		29.3		29.30		174				鳥取県

																×		0				佐賀県				???236		86.0		87.7		80.5		71.6		64.4		39.4		43.2		57.6		48.7		33.1		22.5		35.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				48.7		48.7		48.70		236				佐賀県

																●		0		大短
進学率別		95%以上				???419		87.8		89.3		84.0		68.7		85.7		44.4		43.2		67.1		70.6		32.0		22.7		21.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				70.6		70.6		70.60		419				95%以上		大短進学率
別

																●		0				70～95%未満				???694		89.3		89.2		84.4		68.2		67.6		41.6		46.5		52.6		48.4		37.6		29.5		30.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				48.4		48.4		48.40		694				70～95%未満

																●		0				40～70%未満				???283		92.9		87.3		80.2		66.8		42.8		41.7		53.0		36.4		27.2		49.1		27.6		28.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				27.2		27.2		27.20		283				40～70%未満

																●		0				40%未満				???591		86.3		87.6		81.2		42.1		19.8		50.3		39.6		14.4		10.5		35.2		36.9		21.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				10.5		10.5		10.50		591				40%未満

																×		0				70%以上・計				???1113		88.8		89.2		84.3		68.4		74.4		42.7		45.3		58.0		56.8		35.5		27.0		26.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				56.8		56.8		56.80		1113				70%以上・計

																×		0				70%未満・計				???874		88.4		87.5		80.9		50.1		27.2		47.5		43.9		21.5		15.9		39.7		33.9		23.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				15.9		15.9		15.90		874				70%未満・計

																×		0		希望進路
別		進学希望・計				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				進学希望・計		希望進路
別

																●		0				大学短大進学				???1401		90.2		89.9		84.4		69.9		70.6		41.2		47.7		54.6		52.2		40.3		27.4		27.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				52.2		52.2		52.20		1401				大学短大進学

																●		0				0		大学進学		???1336		90.1		90.0		84.8		69.7		72.6		40.9		46.6		56.2		54.1		39.3		26.7		27.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				54.1		54.1		54.10		1336		大学進学		0

																●		0				0		短大進学		???56		94.6		92.9		76.8		76.8		32.1		50.0		69.6		21.4		12.5		58.9		41.1		37.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				12.5		12.5		12.50		56		短大進学		0

																●		0				0		専門職大学進学		???9		77.8		66.7		66.7		55.6		11.1		22.2		66.7		22.2		22.2		66.7		44.4		33.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				22.2		22.2		22.20		9		短大進学		0

																●		0				専門学校進学				???202		92.6		83.2		86.1		60.4		13.4		39.6		52.0		17.8		7.9		51.5		27.7		27.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				7.9		7.9		7.90		202				専門学校進学

																●		0				就職				???333		83.2		90.4		77.5		22.8		10.2		64.3		27.9		6.3		3.9		17.1		44.1		16.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				3.9		3.9		3.90		333				就職

																×		0				海外への進学				???3		100.0		66.7		66.7		66.7		66.7		100.0		100.0		33.3		33.3		66.7		66.7		33.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				33.3		33.3		33.30		3				海外への進学

																×		0				フリーター･その他				???17		52.9		41.2		58.8		23.5		―		23.5		35.3		―		―		23.5		23.5		5.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		17				フリーター･その他

																×		0						フリーター		???1		100.0		―		100.0		100.0		―		100.0		100.0		―		―		100.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		1		フリーター

																×		0						その他		???16		50.0		43.8		56.3		18.8		―		18.8		31.3		―		―		18.8		25.0		6.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		16		その他

																×		0				無回答				???31		67.7		64.5		61.3		51.6		45.2		38.7		41.9		35.5		29.0		35.5		9.7		19.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				29.0		29.0		29.00		31				無回答

																●		0		進路対話
頻度別		話す･計				???1562		91.0		89.7		84.4		61.6		55.6		46.3		45.3		43.9		40.8		38.3		31.2		26.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				40.8		40.8		40.80		1562				話す･計		進路対話
頻度別

																●		0				0		よく話をする		???365		91.0		89.0		86.3		66.8		60.5		43.8		48.2		55.1		47.7		44.9		33.4		29.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				47.7		47.7		47.70		365		よく話をする		0

																●		0				0		時々話をする		???1197		91.1		89.9		83.8		60.0		54.1		47.0		44.4		40.4		38.8		36.3		30.6		25.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				38.8		38.8		38.80		1197		たまに話をする		0

																●		0				話さない･計				???413		79.9		84.0		77.0		55.7		46.2		39.2		42.4		35.1		31.5		33.2		25.9		20.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				31.5		31.5		31.50		413				話さない･計

																●		0				0		あまり話さない		???365		80.0		85.8		77.0		56.2		47.4		38.6		42.7		35.3		31.2		32.6		25.5		20.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				31.2		31.2		31.20		365		あまり話さない		0

																●		0				0		まったく話さない		???48		79.2		70.8		77.1		52.1		37.5		43.8		39.6		33.3		33.3		37.5		29.2		25.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				33.3		33.3		33.30		48		まったく話さない		0

																×		0		希望進路
に関する
保護者の
認知別		知っている･計				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				知っている･計		希望進路
に関する
保護者の
認知別

																×		0				0		よく知っている		???1761		90.1		89.4		83.4		61.2		54.7		45.1		44.8		43.0		40.4		38.0		30.8		25.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				40.4		40.4		40.40		1761		よく知っている		0

																×		0				0		少し知っている		???912		91.8		89.7		86.3		62.4		57.7		46.2		44.8		45.4		43.8		39.9		33.4		28.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.8		43.8		43.80		912		少し知っている		0

																×		0				知らない･計				???849		88.3		89.0		80.3		60.0		51.6		44.1		44.8		40.5		36.7		36.0		28.0		22.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				36.7		36.7		36.70		849				知らない･計

																×		0				0		あまり知らない		???219		76.7		80.8		78.5		53.9		44.7		42.5		43.4		32.9		25.6		30.6		23.7		23.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				25.6		25.6		25.60		219		あまり知らない		0

																×		0				0		まったく知らない		???194		76.3		82.0		78.9		53.1		46.4		44.3		43.3		34.0		26.3		31.4		23.7		23.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				26.3		26.3		26.30		194		まったく知らない		0

																×		0		進路の
悩みや不安
に関する
保護者の
認知別		知っている･計				???25		80.0		72.0		76.0		60.0		32.0		28.0		44.0		24.0		20.0		24.0		24.0		20.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				20.0		20.0		20.00		25				知っている･計		進路の
悩みや不安
に関する
保護者の
認知別

																×		0				0		よく知っている		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		よく知っている		0

																×		0				0		少し知っている		???1315		89.7		90.0		83.3		61.7		55.7		44.6		45.6		44.2		40.7		37.7		31.3		27.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				40.7		40.7		40.70		1315		少し知っている		0

																×		0				知らない･計				???380		88.9		90.3		85.3		63.4		57.4		45.5		46.1		47.6		43.9		37.6		34.7		30.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.9		43.9		43.90		380				知らない･計

																×		0				0		あまり知らない		???935		90.1		89.9		82.6		61.1		55.0		44.2		45.5		42.8		39.4		37.8		29.8		26.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				39.4		39.4		39.40		935		あまり知らない		0

																×		0				0		まったく知らない		???657		86.6		85.7		81.9		57.7		49.8		45.7		42.9		37.4		34.9		36.2		27.9		21.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				34.9		34.9		34.90		657		まったく知らない		0

																×		0		進路検討
時の
気持ち別		自分の可能性が広がるようで、楽しい				???538		86.8		86.4		81.4		57.6		51.1		45.7		43.5		38.3		36.2		36.1		28.8		22.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				36.2		36.2		36.20		538				自分の可能性が広がるようで、楽しい		進路検討
時の
気持ち別

																×		0				自分の将来にそんなにいいことはない、考えてもつまらない				???119		85.7		82.4		84.0		58.0		43.7		45.4		40.3		33.6		28.6		37.0		23.5		19.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				28.6		28.6		28.60		119				自分の将来にそんなにいいことはない、考えてもつまらない

																×		0				考えること自体がめんどうくさい				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				考えること自体がめんどうくさい

																×		0				進路のことより、もっと考えたいことがある				???455		90.5		86.2		85.5		60.0		55.6		47.9		41.5		47.5		44.6		38.7		27.0		25.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				44.6		44.6		44.60		455				進路のことより、もっと考えたいことがある

																×		0				今が楽しければいいので先のことは考えない				???127		87.4		80.3		82.7		55.1		51.2		57.5		44.9		48.0		44.9		44.1		31.5		26.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				44.9		44.9		44.90		127				今が楽しければいいので先のことは考えない

																×		0				自分がどうなってしまうのか不安になる				???328		91.8		88.4		86.6		61.9		57.3		44.2		40.2		47.3		44.5		36.6		25.3		24.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				44.5		44.5		44.50		328				自分がどうなってしまうのか不安になる

																×		0				その他				???1427		89.0		90.1		83.0		61.8		55.0		44.5		46.4		41.5		38.3		37.5		31.0		25.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				38.3		38.3		38.30		1427				その他

																×		0		アドバイス
希望別		希望あり･計				???823		89.1		90.8		84.4		59.5		56.1		45.8		45.0		42.8		39.4		37.4		30.0		25.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				39.4		39.4		39.40		823				希望あり･計		アドバイス
希望別

																×		0				0		たくさん		???604		88.9		89.2		81.0		64.9		53.5		42.7		48.3		39.7		36.8		37.6		32.5		25.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				36.8		36.8		36.80		604		たくさん		0

																×		0				0		ある程度		???97		74.2		75.3		68.0		42.3		26.8		36.1		33.0		22.7		18.6		26.8		27.8		28.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				18.6		18.6		18.60		97		ある程度		0

																×		0				希望なし･計				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				希望なし･計

																×		0				0		あまりほしくない		???1243		89.8		90.0		83.3		60.7		53.2		45.1		45.3		41.6		38.1		37.6		32.9		27.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				38.1		38.1		38.10		1243		あまりほしくない		0

																×		0				0		いらない		???241		89.2		89.6		84.2		56.0		48.5		49.8		44.4		46.5		39.0		35.7		39.4		30.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				39.0		39.0		39.00		241		いらない		0

																●		0		進路選択
に関する
保護者の
態度別		干渉･計				???493		90.9		89.9		86.2		64.3		58.6		47.7		45.8		48.1		45.4		39.1		28.8		26.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				45.4		45.4		45.40		493				干渉･計		進路選択
に関する
保護者の
態度別

																●		0				0		干渉しすぎる		???88		92.0		90.9		88.6		69.3		65.9		58.0		52.3		54.5		46.6		45.5		42.0		27.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				46.6		46.6		46.60		88		干渉しすぎる		0

																●		0				0		やや干渉しすぎる		???405		90.6		89.6		85.7		63.2		57.0		45.4		44.4		46.7		45.2		37.8		25.9		25.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				45.2		45.2		45.20		405		やや干渉しすぎる		0

																●		0				ちょうどいい				???1276		88.4		88.7		81.9		58.4		52.3		44.7		42.9		40.4		37.1		35.1		31.1		25.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				37.1		37.1		37.10		1276				ちょうどいい

																●		0				無関心･計				???205		86.3		85.4		82.0		64.4		51.7		40.5		53.2		37.6		33.7		46.8		26.3		23.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				33.7		33.7		33.70		205				無関心･計

																●		0				0		やや無関心		???183		86.3		87.4		82.0		63.9		51.4		40.4		52.5		35.5		32.8		45.9		25.7		22.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				32.8		32.8		32.80		183		やや無関心		0

																●		0				0		無関心すぎる		???22		86.4		68.2		81.8		68.2		54.5		40.9		59.1		54.5		40.9		54.5		31.8		31.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				40.9		40.9		40.90		22		無関心すぎる		0

																▲		0		家庭内
キャリア
教育
経験別		高い				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				高い		家庭内
キャリア
教育
経験別

																▲		0				中				???142		94.4		93.7		86.6		70.4		64.1		53.5		59.9		55.6		49.3		49.3		49.3		42.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				49.3		49.3		49.30		142				中

																▲		0				低い				???1146		91.1		90.6		84.8		61.7		55.3		45.6		43.4		42.6		40.2		37.3		31.1		25.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				40.2		40.2		40.20		1146				低い

																▲		0		家族に自分の本音を話してきた		あてはまる･計				???699		83.4		84.0		78.7		56.1		48.8		41.6		43.8		38.2		34.3		35.1		24.3		22.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				34.3		34.3		34.30		699				あてはまる･計		家族に自分の本音を話してきた

																▲		0				あてはまらない･計				???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―				あてはまらない･計

																▲		0		厳しくしつけられてきた		あてはまる･計				???945		91.6		90.5		85.4		62.3		58.5		46.8		44.1		45.3		43.0		37.4		34.8		27.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.0		43.0		43.00		945				あてはまる･計		厳しくしつけられてきた

																▲		0				あてはまらない･計				???704		87.4		87.8		81.4		57.1		49.0		43.9		43.6		38.5		34.9		35.4		26.6		22.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				34.9		34.9		34.90		704				あてはまらない･計

																▲		0		よくほめられてきた		あてはまる･計				???320		83.8		85.3		80.0		62.8		50.3		41.6		49.4		40.9		36.3		41.9		23.4		26.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				36.3		36.3		36.30		320				あてはまる･計		よくほめられてきた

																▲		0				あてはまらない･計				???745		92.8		91.9		87.2		65.0		59.3		50.2		48.3		48.1		45.6		42.0		33.0		26.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				45.6		45.6		45.60		745				あてはまらない･計

																▲		0		｢あなたの将来は明るい｣と言われてきた		あてはまる･計				???769		87.4		86.9		80.4		56.3		50.8		44.2		41.5		39.3		35.6		33.3		30.8		24.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				35.6		35.6		35.60		769				あてはまる･計		｢あなたの将来は明るい｣と言われてきた

																▲		0				あてはまらない･計				???456		84.9		86.6		80.9		60.5		49.6		37.5		44.7		37.3		33.8		36.6		23.9		24.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				33.8		33.8		33.80		456				あてはまらない･計

																▲		0		｢夢や目標を持つことは大切｣と言われてきた		あてはまる･計				???1034		92.5		90.8		87.3		63.1		56.2		50.4		48.3		44.0		41.6		40.0		33.1		26.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				41.6		41.6		41.60		1034				あてはまる･計		｢夢や目標を持つことは大切｣と言われてきた

																▲		0				あてはまらない･計				???640		85.2		86.7		78.1		55.3		51.3		40.5		40.8		40.3		34.8		33.0		28.6		24.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				34.8		34.8		34.80		640				あてはまらない･計

																▲		0		｢自分で選択し責任を持つ｣よう言われてきた		あてはまる･計				???295		83.7		85.4		78.6		62.7		50.2		34.9		41.4		39.0		38.0		37.3		22.0		24.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				38.0		38.0		38.00		295				あてはまる･計		｢自分で選択し責任を持つ｣よう言われてきた

																▲		0				あてはまらない･計				???1314		92.0		91.2		86.1		63.9		56.8		45.6		46.3		44.7		41.9		38.5		31.7		26.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				41.9		41.9		41.90		1314				あてはまらない･計

																▲		0		｢自分で選択し責任を持つ｣体験をしてきた		あてはまる･計				???500		82.2		84.6		77.0		53.0		49.2		45.8		41.2		37.4		33.6		34.4		28.4		22.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				33.6		33.6		33.60		500				あてはまる･計		｢自分で選択し責任を持つ｣体験をしてきた

																▲		0				あてはまらない･計				???152		82.9		80.3		76.3		57.2		42.8		35.5		44.1		35.5		30.3		37.5		20.4		23.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				30.3		30.3		30.30		152				あてはまらない･計

																×		0		未来社会
展望別		好ましい･計				???986		91.8		91.0		86.2		65.0		58.0		47.5		48.2		46.0		43.8		40.0		33.9		28.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.8		43.8		43.80		986				好ましい･計		未来社会
展望別

																×		0						とても好ましい		???690		87.2		87.1		80.1		55.5		51.2		42.2		41.0		38.7		34.5		34.5		26.8		21.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				34.5		34.5		34.50		690		とても好ましい

																×		0						まあまあ好ましい		???292		82.9		84.9		79.5		57.2		45.9		42.5		42.8		37.7		33.2		35.6		24.7		24.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				33.2		33.2		33.20		292		まあまあ好ましい

																×		0				好ましくない･計				???911		91.7		92.0		86.2		61.6		57.3		45.8		43.8		46.5		44.1		38.2		33.3		27.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				44.1		44.1		44.10		911				好ましくない･計

																×		0						あまり好ましくない		???760		86.2		86.7		79.5		58.6		49.3		43.6		44.2		38.7		33.8		35.8		28.2		24.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				33.8		33.8		33.80		760		あまり好ましくない

																×		0						非常に好ましくない		???296		87.2		83.8		82.4		62.8		54.4		45.6		49.7		37.5		36.1		38.5		25.0		22.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				36.1		36.1		36.10		296		非常に好ましくない

																×		0		進路選択
意識別		考えている・計				???593		90.7		91.6		87.4		61.4		55.5		51.8		45.4		47.0		43.8		39.5		37.4		31.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.8		43.8		43.80		593				考えている・計		進路選択
意識別

																×		0						かなり考えている		???903		88.0		88.5		81.3		58.9		51.6		43.4		43.7		39.6		36.1		35.5		28.1		23.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				36.1		36.1		36.10		903		かなり考えている

																×		0						ある程度考えている		???474		88.0		85.4		81.0		62.7		55.9		39.0		46.2		40.9		38.4		38.2		24.5		22.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				38.4		38.4		38.40		474		ある程度考えている

																×		0				考えていない・計				???647		90.3		90.9		85.9		66.5		58.1		49.6		48.5		48.4		45.9		41.6		35.7		31.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				45.9		45.9		45.90		647				考えていない・計

																×		0						あまり考えていない		???833		87.4		87.3		80.9		56.9		50.5		42.6		42.4		40.1		35.8		34.6		28.5		22.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				35.8		35.8		35.80		833		あまり考えていない

																×		0						まったく考えていない		???489		89.4		88.1		82.8		59.1		53.8		42.5		44.2		37.6		35.4		36.6		25.2		22.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				35.4		35.4		35.40		489		まったく考えていない

																×		0		なぜ学ぶ
対話別		対話あり				???598		90.0		90.6		85.5		64.0		55.4		50.5		46.7		45.0		43.1		40.1		33.9		27.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.1		43.1		43.10		598				対話あり		なぜ学ぶ
対話別

																×		0				対話なし				???874		88.0		87.0		79.4		55.5		49.8		41.4		43.1		39.1		35.2		35.0		28.3		24.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				35.2		35.2		35.20		874				対話なし

																×		0		なぜ働く
対話別		対話あり				???493		88.8		89.2		86.4		65.3		58.8		43.8		45.4		44.2		40.4		38.3		28.2		25.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				40.4		40.4		40.40		493				対話あり		なぜ働く
対話別

																×		0				対話なし				???798		91.1		90.4		85.5		65.9		61.0		48.6		46.5		47.2		45.9		39.1		33.1		27.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				45.9		45.9		45.90		798				対話なし

																●		0		保護者と
仕事内容
楽しさ
について
話す状況
別		話す･計				???833		90.5		89.8		83.3		62.1		56.2		45.7		44.7		41.2		38.3		40.5		31.3		25.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				38.3		38.3		38.30		833				話す･計		保護者と
仕事内容、
楽しさ
について
話す状況
別

																●		0						よく話す		???259		91.1		91.1		84.9		65.6		57.1		47.5		47.9		45.2		39.8		44.0		33.6		28.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				39.8		39.8		39.80		259		よく話す

																●		0						時々話す		???574		90.2		89.2		82.6		60.5		55.7		44.9		43.2		39.4		37.6		38.9		30.3		23.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				37.6		37.6		37.60		574		時々話す

																●		0				話さない･計				???1144		87.4		87.7		82.6		59.3		51.8		44.1		44.7		42.5		39.2		35.1		29.0		25.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				39.2		39.2		39.20		1144				話さない･計

																●		0						ほとんど話さない		???949		88.1		89.4		83.6		59.9		53.1		45.5		45.2		43.9		40.7		34.9		29.9		26.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				40.7		40.7		40.70		949		ほとんど話さない

																●		0						まったく話さない		???195		84.1		79.5		77.9		56.4		45.6		36.9		42.1		35.4		31.8		36.4		24.6		20.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				31.8		31.8		31.80		195		まったく話さない

														基本、表示のままでOK→ キホンヒョウジ		▲		0		自己進路
実現可能
感別		思う・計				???1459		90.3		89.4		84.7		60.2		55.4		47.2		43.7		44.3		41.2		38.1		30.4		25.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				41.2		41.2		41.20		1459				思う・計		自己進路
実現可能
感別

														基本、表示のままでOK→ キホンヒョウジ		▲		0						そう思う		???327		89.3		82.9		81.7		59.9		56.0		47.7		41.9		45.0		46.2		41.0		33.9		26.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				46.2		46.2		46.20		327		そう思う

														基本、表示のままでOK→ キホンヒョウジ		▲		0						ややそう思う		???1132		90.5		91.3		85.6		60.2		55.3		47.0		44.3		44.2		39.8		37.3		29.4		25.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				39.8		39.8		39.80		1132		ややそう思う

														基本、表示のままでOK→ キホンヒョウジ		▲		0				思わない・計				???518		84.2		85.9		77.6		60.8		48.8		38.0		47.1		34.9		31.9		34.4		29.0		26.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				31.9		31.9		31.90		518				思わない・計

														基本、表示のままでOK→ キホンヒョウジ		▲		0						あまり思わない		???463		84.9		86.4		78.2		61.8		50.3		39.7		47.3		36.3		32.6		35.2		28.7		27.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				32.6		32.6		32.60		463		あまり思わない

														基本、表示のままでOK→ キホンヒョウジ		▲		0						まったく思わない		???55		78.2		81.8		72.7		52.7		36.4		23.6		45.5		23.6		25.5		27.3		30.9		16.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				25.5		25.5		25.50		55		まったく思わない

														グローバル関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		△		0		将来へのクローバル化影響		ある				???1619		90.2		88.8		84.2		61.5		55.5		45.7		45.9		44.3		41.4		39.2		30.0		25.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				41.4		41.4		41.40		1619				ある		将来へのクローバル化影響

														グローバル関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		△		0				ない				???413		92.5		87.4		88.9		65.9		61.7		48.2		49.4		52.8		50.8		45.0		32.7		26.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				50.8		50.8		50.80		413				ない

														グローバル関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		△		0				わからない				???1206		89.5		89.3		82.7		60.0		53.4		44.9		44.7		41.4		38.1		37.2		29.1		24.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				38.1		38.1		38.10		1206				わからない

														グローバル関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		△		0		グローバル社会に通用する人材　意向別		なりたい・計				???347		82.7		87.9		77.5		55.6		46.4		41.8		38.6		32.6		27.4		28.2		30.3		27.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				27.4		27.4		27.40		347				なりたい・計		グローバル社会に通用する人材　意向別

														グローバル関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		△		0						ぜひなりたい		???15		53.3		60.0		53.3		53.3		26.7		20.0		46.7		6.7		20.0		26.7		26.7		26.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				20.0		20.0		20.00		15		ぜひなりたい

														グローバル関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		△		0						できればなりたい		???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		―		できればなりたい

														グローバル関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		△		0				なりたいと思わない・計				???1459		90.3		89.4		84.7		60.2		55.4		47.2		43.7		44.3		41.2		38.1		30.4		25.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				41.2		41.2		41.20		1459				なりたいと思わない・計

														グローバル関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		△		0						あまり思わない		???327		89.3		82.9		81.7		59.9		56.0		47.7		41.9		45.0		46.2		41.0		33.9		26.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				46.2		46.2		46.20		327		あまり思わない

														グローバル関係でのみ表示→ カンケイヒョウジ		△		0						なりたいと思わない		???1132		90.5		91.3		85.6		60.2		55.3		47.0		44.3		44.2		39.8		37.3		29.4		25.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				39.8		39.8		39.80		1132		なりたいと思わない

																										※		「2017年全体」降順ソート ネンゼンタイコウジュン										100.0		「2017年全体」より10ポイント以上高い ネンゼンタイイジョウタカ

																																						100.0		「2017年全体」より5ポイント以上高い ネンゼンタイイジョウタカ

																																						100.0		「2017年全体」より10ポイント以上低い ネンゼンタイイジョウヒク																																																																																														0

																																																																																																																																						0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



高校生

		



2017年 全体

男子

女子



時系列_全体
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																												Ａ		Ｄ		Ｂ		Ｉ		Ｈ		Ｋ		Ｌ		Ｅ		Ｊ		Ｇ		Ｆ		Ｃ

																																		Ｆ		Ｅ		Ｒ		Ｐ		Ｕ		Ｇ		Ｄ		Ｃ

																										調査数 チョウサスウ		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		グラフィックデザイナー・ＣＧデザイナー		カメラマン・映像関連		ファッションデザイナー・スタイリスト・アパレル関連		音楽家・画家・芸術関連		ゲーム関係		調理師・シェフ・パティシエ・フード関連		建築設計士		整備士		トリマー・動物関連		美容師・理容師		ヘア・メイクアーティスト		保育士・幼稚園教諭		看護師		薬剤師		管理栄養士・栄養士		理学療法士・作業療法士		スポーツトレーナー・インストラクター		プロスポーツ選手		社会福祉士・介護福祉士・福祉関係		環境・バイオ関連		心理カウンセラー		ＮＰＯ・ボランティア団体職員		企業経営		自営業		農業		林業・水産業		パート・アルバイト		その他（主婦・主夫）		その他		無回答						無回答								平均回答数 ヘイキンカイトウスウ		調査数 チョウサスウ

				3		0		0		0		0		0												Q10A~L. 保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：｢思う･計｣一覧<全ベース>																																																																																																				Q8A~L.保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：｢思う･計｣一覧<全ベース>

		2017		6		4281		保護者		%		0														調査数		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		調査数

		2015		6		3468		2015保護者		%		0														調査数		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		調査数

		2013		6		4		2013保護者★学科差替_1216		%		表0037														サンプル数		*		*		*		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		お金の負担がかからない進学をしてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ知名度の高い大学に進学してほしい		できるだけ難易度が高い大学に進学してほしい		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		資格を取得できる学校に進学してほしい		サンプル数				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		6		4		2011保護者		%		表0123														調査数		*		*		*		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		お金の負担がかからない進学をしてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		*		できるだけ知名度の高い大学に進学してほしい		できるだけ難易度が高い大学に進学してほしい		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		資格を取得できる学校に進学してほしい		調査数

		2009		6		6946		2009保護者		%		75														調査数		*		*		*		経済的な事情からも国公立の学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		*		*		仕送りは難しいので地元の学校に進学してほしい		*		できるだけ知名度の高い大学に進学してほしい		できるだけ難易度が高い大学に進学してほしい		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				経済的な事情からも国公立の学校に進学してほしい		仕送りは難しいので地元の学校に進学してほしい		資格を取得できる学校に進学してほしい		調査数

		2007		6		302		2007保護者進路		%		0														調査数		*		*		*		Ｐ計		Ｐ計		*		*		Ｐ計		*		Ｐ計		Ｐ計		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		調査数

		2005		6		639		2005保護者		%		8														調査数		*		*		*		そう思う・計		そう思う・計		*		*		そう思う・計		*		そう思う・計		そう思う・計		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		調査数

		2017		48		4323		保護者		%		0		進学希望				2017年 ネン		全体 ゼンタイ						1192		92.4		84.5		75.8		67.2		63.9		44.7		41.4		35.6		33.1		30.7		27		20.2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				27		30.7		63.9		1192				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2015		44		3506		2015保護者		%		0		進学希望				2015年 ネン		全体 ゼンタイ						946		93.8		85		78.4		67.1		62.3		48.2		43.9		43.8		39.4		26.1		19.8		20.4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				19.8		26.1		62.3		946				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		7		5		2013保護者★学科差替_1216		%		表0037		　合　　　　　　　　　　　計				2013年 ネン		全体 ゼンタイ						996		*		*		*		65.3		62.1		40.8		42.9		44.4		35.9		30.6		22.9		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				65.3		44.4		70.5		996				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		7		5		2011保護者		%		表0123		全体				2011年 ネン		全体 ゼンタイ						852		*		*		*		69.1		64.6		45.5		48.6		47.9		*		29.1		22.1		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				69.1		47.9		73		852				全体 ゼンタイ		2011年 ネン

		2009		7		6947		2009保護者		%		75		全体				2009年 ネン		全体 ゼンタイ						924		*		*		*		65.5		64.9		*		*		54.2		*		27.2		17.7		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				65.5		54.2		73.6		924				全体 ゼンタイ		2009年 ネン

		2007		7		303		2007保護者進路		%		0		全体				2007年 ネン		全体 ゼンタイ						987		*		*		*		63.3		68.2		*		*		47.6		*		29.5		19.3		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				63.3		47.6		73.5		987				全体 ゼンタイ		2007年 ネン

		2005		7		640		2005保護者		%		8		全体				2005年 ネン		全体 ゼンタイ						1371		*		*		*		64.7		70.3		*		*		50.5		*		29.2		15.8		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				64.7		50.5		78.3		1371				全体 ゼンタイ		2005年 ネン

		2003		7		0		0		0		0		0				2003年 ネン		全体 ゼンタイ						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				全体 ゼンタイ		2003年 ネン

		2017		49		4324		保護者		%		0		大学・短大進学				2017年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						1063		91.7		85.1		73.9		72.2		64.8		42.8		39.9		35.8		32.8		33.5		29.8		18.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				29.8		33.5		64.8		1063				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2015		45		3507		2015保護者		%		0		大学・短大進学				2015年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						819		93.8		85.8		76.7		72.6		66.1		47.1		44.2		45.2		39.9		29.3		22.5		18.9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				22.5		29.3		66.1		819				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		7		5		2013保護者★学科差替_1216		%		表0037		　合　　　　　　　　　　　計				2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						996		*		*		*		65.3		62.1		40.8		42.9		44.4		35.9		30.6		22.9		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				65.3		44.4		70.5		996				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		7		5		2011保護者		%		表0123		全体				2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						852		*		*		*		69.1		64.6		45.5		48.6		47.9		*		29.1		22.1		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				69.1		47.9		73		852				全体 ゼンタイ		2011年 ネン

		2009		7		6947		2009保護者		%		75		全体				2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						924		*		*		*		65.5		64.9		*		*		54.2		*		27.2		17.7		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				65.5		54.2		73.6		924				全体 ゼンタイ		2009年 ネン

		2007		7		303		2007保護者進路		%		0		全体				2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						987		*		*		*		63.3		68.2		*		*		47.6		*		29.5		19.3		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				63.3		47.6		73.5		987				全体 ゼンタイ		2007年 ネン

		2005		7		640		2005保護者		%		8		全体				2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						1371		*		*		*		64.7		70.3		*		*		50.5		*		29.2		15.8		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				64.7		50.5		78.3		1371				全体 ゼンタイ		2005年 ネン

		2017		53		4328		保護者		%		0		専門学校				2017年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						129		98.4		79.1		91.5		26.4		56.6		60.5		54.3		33.3		35.7		7.8		3.9		31.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				3.9		7.8		56.6		129				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2015		48		3510		2015保護者		%		0		専門学校進学				2015年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						127		93.7		79.5		89.8		31.5		37.8		55.1		41.7		34.6		36.2		5.5		2.4		29.9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				2.4		5.5		37.8		127				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		7		5		2013保護者★学科差替_1216		%		表0037		　合　　　　　　　　　　　計				2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						996		*		*		*		65.3		62.1		40.8		42.9		44.4		35.9		30.6		22.9		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				65.3		44.4		70.5		996				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		7		5		2011保護者		%		表0123		全体				2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						852		*		*		*		69.1		64.6		45.5		48.6		47.9		*		29.1		22.1		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				69.1		47.9		73		852				全体 ゼンタイ		2011年 ネン

		2009		7		6947		2009保護者		%		75		全体				2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						924		*		*		*		65.5		64.9		*		*		54.2		*		27.2		17.7		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				65.5		54.2		73.6		924				全体 ゼンタイ		2009年 ネン

		2007		7		303		2007保護者進路		%		0		全体				2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						987		*		*		*		63.3		68.2		*		*		47.6		*		29.5		19.3		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				63.3		47.6		73.5		987				全体 ゼンタイ		2007年 ネン

		2005		7		640		2005保護者		%		8		全体				2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						1371		*		*		*		64.7		70.3		*		*		50.5		*		29.2		15.8		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				64.7		50.5		78.3		1371				全体 ゼンタイ		2005年 ネン

		2017		54		4329		保護者		%		0		就職				2017年 ネン		就職 シュウショク						178		90.4		88.2		80.3		16.9		23.6		28.1		36		14.6		38.8		3.9		2.2		59.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				2.2		3.9		23.6		178				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2015		49		3511		2015保護者		%		0		就職				2015年 ネン		就職 シュウショク						225		90.7		89.3		87.1		22.2		28.4		25.8		40.4		19.1		44.9		4.4		1.8		61.3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1.8		4.4		28.4		225				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		7		5		2013保護者★学科差替_1216		%		表0037		　合　　　　　　　　　　　計				2013年 ネン		就職 シュウショク						996		*		*		*		65.3		62.1		40.8		42.9		44.4		35.9		30.6		22.9		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				65.3		44.4		70.5		996				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		7		5		2011保護者		%		表0123		全体				2011年 ネン		就職 シュウショク						852		*		*		*		69.1		64.6		45.5		48.6		47.9		*		29.1		22.1		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				69.1		47.9		73		852				全体 ゼンタイ		2011年 ネン

		2009		7		6947		2009保護者		%		75		全体				2009年 ネン		就職 シュウショク						924		*		*		*		65.5		64.9		*		*		54.2		*		27.2		17.7		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				65.5		54.2		73.6		924				全体 ゼンタイ		2009年 ネン

		2007		7		303		2007保護者進路		%		0		全体				2007年 ネン		就職 シュウショク						987		*		*		*		63.3		68.2		*		*		47.6		*		29.5		19.3		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				63.3		47.6		73.5		987				全体 ゼンタイ		2007年 ネン

		2005		7		640		2005保護者		%		8		全体				2005年 ネン		就職 シュウショク						1371		*		*		*		64.7		70.3		*		*		50.5		*		29.2		15.8		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				64.7		50.5		78.3		1371				全体 ゼンタイ		2005年 ネン

																				高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ								【保護者】時系列 ホゴシャジケイレツ

																				集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ								Q10A~L. 保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：｢思う･計｣一覧<全ベース>

																				グラフタイトル→								進路に関する価値観 シンロカンカチカン

																				回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ								進学希望者：全体 シンガクキボウシャゼンタイ		／		「思う・計」 オモケイ

		10pt														【保護者】時系列　進路に関する価値観（進学希望者：全体／「思う・計」）

														※時系列グラフは３年分 ジケイレツネンブン						（％）																																																																																																										（％）

		10.5																										Ａ		Ｄ		Ｂ		Ｉ		Ｈ		Ｋ		Ｌ		Ｅ		Ｊ		Ｇ		Ｆ		Ｃ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		無回答				0		0		平均回答数

		115																								調査数		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		グラフィックデザイナー・ＣＧデザイナー		カメラマン・映像関連		ファッションデザイナー・スタイリスト・アパレル関連		音楽家・画家・芸術関連		ゲーム関係		調理師・シェフ・パティシエ・フード関連		建築設計士		整備士		トリマー・動物関連		美容師・理容師		ヘア・メイクアーティスト		保育士・幼稚園教諭		看護師		薬剤師		管理栄養士・栄養士		理学療法士・作業療法士		スポーツトレーナー・インストラクター		プロスポーツ選手		社会福祉士・介護福祉士・福祉関係		環境・バイオ関連		心理カウンセラー		ＮＰＯ・ボランティア団体職員		企業経営		自営業		農業		林業・水産業		パート・アルバイト		その他（主婦・主夫）		その他		無回答		0		0												調査数

																		2017年		全体						???1192		92.4		84.5		75.8		67.2		63.9		44.7		41.4		35.6		33.1		30.7		27.0		20.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				27.0		30.7		63.90		???1192				全体		2017年

																		2015年		全体						???946		93.8		85.0		78.4		67.1		62.3		48.2		43.9		43.8		39.4		26.1		19.8		20.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				19.8		26.1		62.30		???946				全体		2015年

																		2013年		全体						???996		*		*		*		65.3		62.1		40.8		42.9		44.4		35.9		30.6		22.9		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				65.3		44.4		70.50		???996				全体		2013年

																		2011年		全体						???852		*		*		*		69.1		64.6		45.5		48.6		47.9		*		29.1		22.1		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				69.1		47.9		73.00		???852				全体		2011年

																		2009年		全体						???924		*		*		*		65.5		64.9		*		*		54.2		*		27.2		17.7		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				65.5		54.2		73.60		???924				全体		2009年

																		2007年		全体						???987		*		*		*		63.3		68.2		*		*		47.6		*		29.5		19.3		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				63.3		47.6		73.50		???987				全体		2007年

																		2005年		全体						???1371		*		*		*		64.7		70.3		*		*		50.5		*		29.2		15.8		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				64.7		50.5		78.30		???1371				全体		2005年

																		2003年		全体						???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				全体		2003年

																		2013年		大学短大進学						???996		*		*		*		65.3		62.1		40.8		42.9		44.4		35.9		30.6		22.9		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				65.3		44.4		70.50		???996				全体		2013年

																		2011年		大学短大進学						???852		*		*		*		69.1		64.6		45.5		48.6		47.9		*		29.1		22.1		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				69.1		47.9		73.00		???852				全体		2011年

																		2009年		大学短大進学						???924		*		*		*		65.5		64.9		*		*		54.2		*		27.2		17.7		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				65.5		54.2		73.60		???924				全体		2009年

																		2007年		大学短大進学						???987		*		*		*		63.3		68.2		*		*		47.6		*		29.5		19.3		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				63.3		47.6		73.50		???987				全体		2007年

																		2005年		大学短大進学						???1371		*		*		*		64.7		70.3		*		*		50.5		*		29.2		15.8		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				64.7		50.5		78.30		???1371				全体		2005年

																		2013年		専門学校進学						???996		*		*		*		65.3		62.1		40.8		42.9		44.4		35.9		30.6		22.9		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				65.3		44.4		70.50		???996				全体		2013年

																		2011年		専門学校進学						???852		*		*		*		69.1		64.6		45.5		48.6		47.9		*		29.1		22.1		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				69.1		47.9		73.00		???852				全体		2011年

																		2009年		専門学校進学						???924		*		*		*		65.5		64.9		*		*		54.2		*		27.2		17.7		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				65.5		54.2		73.60		???924				全体		2009年

																		2007年		専門学校進学						???987		*		*		*		63.3		68.2		*		*		47.6		*		29.5		19.3		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				63.3		47.6		73.50		???987				全体		2007年

																		2005年		専門学校進学						???1371		*		*		*		64.7		70.3		*		*		50.5		*		29.2		15.8		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				64.7		50.5		78.30		???1371				全体		2005年

																		2013年		就職						???996		*		*		*		65.3		62.1		40.8		42.9		44.4		35.9		30.6		22.9		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				65.3		44.4		70.50		???996				全体		2013年

																		2011年		就職						???852		*		*		*		69.1		64.6		45.5		48.6		47.9		*		29.1		22.1		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				69.1		47.9		73.00		???852				全体		2011年

																		2009年		就職						???924		*		*		*		65.5		64.9		*		*		54.2		*		27.2		17.7		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				65.5		54.2		73.60		???924				全体		2009年

																		2007年		就職						???987		*		*		*		63.3		68.2		*		*		47.6		*		29.5		19.3		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				63.3		47.6		73.50		???987				全体		2007年

																		2005年		就職						???1371		*		*		*		64.7		70.3		*		*		50.5		*		29.2		15.8		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				64.7		50.5		78.30		???1371				全体		2005年

																										※		｢2017年｣降順ソート ネンコウジュン				※		｢2013年」以前の調査対象は進学希望者 ネンイゼンチョウサタイショウシンガクキボウシャ								100.0		各年で最も高い カクネンモットタカ

																										※		｢*｣は該当カテゴリーなし ガイトウ														100.0		各年で２～５番目に高い カクネンバンメタカ																																																																																										0

																																																																																																																																						0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



時系列_全体

		



2013年 全体

2015年 全体

2017年 全体



時系列_大短進学
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																												Ａ		Ｄ		Ｂ		Ｉ		Ｈ		Ｋ		Ｌ		Ｊ		Ｇ		Ｅ		Ｆ		Ｃ

																																		Ｆ		Ｅ		Ｒ		Ｐ		Ｇ		Ｄ		Ｕ		Ｃ

																										調査数 チョウサスウ		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		グラフィックデザイナー・ＣＧデザイナー		カメラマン・映像関連		ファッションデザイナー・スタイリスト・アパレル関連		音楽家・画家・芸術関連		ゲーム関係		調理師・シェフ・パティシエ・フード関連		建築設計士		整備士		トリマー・動物関連		美容師・理容師		ヘア・メイクアーティスト		保育士・幼稚園教諭		看護師		薬剤師		管理栄養士・栄養士		理学療法士・作業療法士		スポーツトレーナー・インストラクター		プロスポーツ選手		社会福祉士・介護福祉士・福祉関係		環境・バイオ関連		心理カウンセラー		ＮＰＯ・ボランティア団体職員		企業経営		自営業		農業		林業・水産業		パート・アルバイト		その他（主婦・主夫）		その他		無回答						無回答								平均回答数 ヘイキンカイトウスウ		調査数 チョウサスウ

				3		0		0		0		0		0												Q10A~L. 保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：｢思う･計｣一覧<全ベース>																																																																																																				Q8A~L.保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：｢思う･計｣一覧<全ベース>

		2017		6		4281		保護者		%		0														調査数		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		調査数

		2015		6		3468		2015保護者		%		0														調査数		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		調査数

		2013		6		4		2013保護者★学科差替_1216		%		表0037														サンプル数		*		*		*		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		お金の負担がかからない進学をしてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		できるだけ知名度の高い大学に進学してほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ難易度が高い大学に進学してほしい		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		サンプル数		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		資格を取得できる学校に進学してほしい		サンプル数		サンプル数		サンプル数		サンプル数		サンプル数		サンプル数		サンプル数		サンプル数		サンプル数		サンプル数		サンプル数		サンプル数		サンプル数		サンプル数

		2011		6		4		2011保護者		%		表0123														調査数		*		*		*		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		お金の負担がかからない進学をしてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		できるだけ知名度の高い大学に進学してほしい		*		できるだけ難易度が高い大学に進学してほしい		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		資格を取得できる学校に進学してほしい		調査数

		2009		6		6946		2009保護者		%		75														調査数		*		*		*		経済的な事情からも国公立の学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		*		*		仕送りは難しいので地元の学校に進学してほしい		できるだけ知名度の高い大学に進学してほしい		*		できるだけ難易度が高い大学に進学してほしい		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				経済的な事情からも国公立の学校に進学してほしい		仕送りは難しいので地元の学校に進学してほしい		資格を取得できる学校に進学してほしい		調査数

		2007		6		302		2007保護者進路		%		0														調査数		*		*		*		Ｐ計		Ｐ計		*		*		Ｐ計		Ｐ計		*		Ｐ計		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		調査数

		2005		6		639		2005保護者		%		8														調査数		*		*		*		そう思う・計		そう思う・計		*		*		そう思う・計		そう思う・計		*		そう思う・計		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		調査数

		2017		7		4282		保護者		%		0		全体				2017年 ネン		全体 ゼンタイ						1722		91.1		83.3		76.8		55.6		56		42		39.8		31.4		23.1		31.8		19.6		26.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				19.6		23.1		56		1722				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2015		7		3469		2015保護者		%		0		全体				2015年 ネン		全体 ゼンタイ						1584		92		84.5		79.7		54.1		52.8		43.1		42.6		37.2		17.7		37.7		12.7		26.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				12.7		17.7		52.8		1584				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		7		5		2013保護者★学科差替_1216		%		表0037		　合　　　　　　　　　　　計				2013年 ネン		全体 ゼンタイ						996		*		*		*		65.3		62.1		40.8		42.9		44.4		30.6		35.9		22.9		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				65.3		44.4		70.5		996				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		7		5		2011保護者		%		表0123		全体				2011年 ネン		全体 ゼンタイ						852		*		*		*		69.1		64.6		45.5		48.6		47.9		29.1		*		22.1		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				69.1		47.9		73		852				全体 ゼンタイ		2011年 ネン

		2009		7		6947		2009保護者		%		75		全体				2009年 ネン		全体 ゼンタイ						924		*		*		*		65.5		64.9		*		*		54.2		27.2		*		17.7		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				65.5		54.2		73.6		924				全体 ゼンタイ		2009年 ネン

		2007		7		303		2007保護者進路		%		0		全体				2007年 ネン		全体 ゼンタイ						987		*		*		*		63.3		68.2		*		*		47.6		29.5		*		19.3		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				63.3		47.6		73.5		987				全体 ゼンタイ		2007年 ネン

		2005		7		640		2005保護者		%		8		全体				2005年 ネン		全体 ゼンタイ						1371		*		*		*		64.7		70.3		*		*		50.5		29.2		*		15.8		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				64.7		50.5		78.3		1371				全体 ゼンタイ		2005年 ネン

		2003		7		0		0		0		0		0				2003年 ネン		全体 ゼンタイ						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				全体 ゼンタイ		2003年 ネン

		2017		49		4324		保護者		%		0		大学・短大進学				2017年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						1063		91.7		85.1		73.9		72.2		64.8		42.8		39.9		35.8		33.5		32.8		29.8		18.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				29.8		33.5		64.8		1063				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2015		45		3507		2015保護者		%		0		大学・短大進学				2015年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						819		93.8		85.8		76.7		72.6		66.1		47.1		44.2		45.2		29.3		39.9		22.5		18.9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				22.5		29.3		66.1		819				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		45		43		2013保護者★学科差替_1216		%		表0037		　大学・短大進学				2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						831		*		*		*		71		64.6		39.4		42.8		41.5		34.9		32.4		26.8		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				71		41.5		66.2		831				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		45		43		2011保護者		%		表0123		　大学・短大進学				2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						679		*		*		*		75.7		66.4		43.4		47.6		46.1		33.1		*		26.1		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				75.7		46.1		69.1		679				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2011年 ネン

		2009		34		6974		2009保護者		%		75		大学・短大進学				2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						771		*		*		*		69.9		66		*		*		54.7		30.9		*		20.8		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				69.9		54.7		70.8		771				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2009年 ネン

		2007		8		304		2007保護者進路		%		Ｑ８		大学・短大進学				2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						835		*		*		*		66.9		69.1		*		*		46		32.5		*		21.8		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				66.9		46		71.6		835				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2007年 ネン

		2005		27		660		2005保護者		%		8		大学・短大進学				2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						1101		*		*		*		68.8		71.4		*		*		48.1		33.2		*		18.3		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				68.8		48.1		77.2		1101				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2005年 ネン

		2017		53		4328		保護者		%		0		専門学校				2017年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						129		98.4		79.1		91.5		26.4		56.6		60.5		54.3		33.3		7.8		35.7		3.9		31.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				3.9		7.8		56.6		129				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2015		48		3510		2015保護者		%		0		専門学校進学				2015年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						127		93.7		79.5		89.8		31.5		37.8		55.1		41.7		34.6		5.5		36.2		2.4		29.9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				2.4		5.5		37.8		127				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		48		46		2013保護者★学科差替_1216		%		表0037		　専門学校進学				2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						165		*		*		*		36.4		49.7		47.9		43		58.8		9.1		53.9		3		165		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				36.4		58.8		92.1		165				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		48		46		2011保護者		%		表0123		　専門学校進学				2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						173		*		*		*		43.4		57.2		53.8		52.6		54.9		13.3		*		6.4		173		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				43.4		54.9		88.4		173				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2011年 ネン

		2009		35		6975		2009保護者		%		75		専門学校進学				2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						153		*		*		*		43.1		59.5		*		*		51.6		8.5		*		2.6		153		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				43.1		51.6		87.6		153				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2009年 ネン

		2007		9		305		2007保護者進路		%		0		専門学校進学				2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						152		*		*		*		43.4		63.2		*		*		56.6		13.2		*		5.3		152		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				43.4		56.6		83.6		152				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2007年 ネン

		2005		28		661		2005保護者		%		8		専門学校進学				2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						270		*		*		*		48.1		65.9		*		*		60.4		13		*		5.6		270		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				48.1		60.4		83		270				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2005年 ネン

		2017		54		4329		保護者		%		0		就職				2017年 ネン		就職 シュウショク						178		90.4		88.2		80.3		16.9		23.6		28.1		36		14.6		3.9		38.8		2.2		59.6		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				2.2		3.9		23.6		178				全体 ゼンタイ		2017年 ネン

		2015		49		3511		2015保護者		%		0		就職				2015年 ネン		就職 シュウショク						225		90.7		89.3		87.1		22.2		28.4		25.8		40.4		19.1		4.4		44.9		1.8		61.3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				1.8		4.4		28.4		225				全体 ゼンタイ		2015年 ネン

		2013		49		47		2013保護者★学科差替_1216		%		表0037		就職				2013年 ネン		就職 シュウショク						0		*		*		*		0		0		0		0		0		0		0		0		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		49		47		2011保護者		%		表0123		就職				2011年 ネン		就職 シュウショク						0		*		*		*		0		0		0		0		0		0		*		0		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				就職 シュウショク		2011年 ネン

		2009		36		6976		2009保護者		%		75		就職				2009年 ネン		就職 シュウショク						0		*		*		*		0		0		*		*		0		0		*		0		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				就職 シュウショク		2009年 ネン

		2007		10		306		2007保護者進路		%		0		就職				2007年 ネン		就職 シュウショク						0		*		*		*		0		0		*		*		0		0		*		0		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				就職 シュウショク		2007年 ネン

		2005		29		662		2005保護者		%		8		就職				2005年 ネン		就職 シュウショク						0		*		*		*		0		0		*		*		0		0		*		0		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				就職 シュウショク		2005年 ネン

																				高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ								【保護者】時系列 ホゴシャジケイレツ

																				集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ								Q10A~L. 保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：｢思う･計｣一覧<全ベース>

																				グラフタイトル→								進路に関する価値観 シンロカンカチカン

																				回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ								全体 ゼンタイ		／		「思う・計」 オモケイ

																				回答対象「全体」のときは→になります カイトウタイショウゼンタイ								大学・短大進学希望者： ダイガクタンダイシンガクキボウシャ

		10pt														【保護者】時系列　進路に関する価値観（大学・短大進学希望者：全体／「思う・計」）

														※時系列グラフは３年分 ジケイレツネンブン						（％）																																																																																																										（％）

		う

		10.5																										Ａ		Ｄ		Ｂ		Ｉ		Ｈ		Ｋ		Ｌ		Ｊ		Ｇ		Ｅ		Ｆ		Ｃ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		無回答				0		0		平均回答数

		115																								調査数		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		グラフィックデザイナー・ＣＧデザイナー		カメラマン・映像関連		ファッションデザイナー・スタイリスト・アパレル関連		音楽家・画家・芸術関連		ゲーム関係		調理師・シェフ・パティシエ・フード関連		建築設計士		整備士		トリマー・動物関連		美容師・理容師		ヘア・メイクアーティスト		保育士・幼稚園教諭		看護師		薬剤師		管理栄養士・栄養士		理学療法士・作業療法士		スポーツトレーナー・インストラクター		プロスポーツ選手		社会福祉士・介護福祉士・福祉関係		環境・バイオ関連		心理カウンセラー		ＮＰＯ・ボランティア団体職員		企業経営		自営業		農業		林業・水産業		パート・アルバイト		その他（主婦・主夫）		その他		無回答		0		0												調査数

																		2013年		全体						???996		*		*		*		65.3		62.1		40.8		42.9		44.4		30.6		35.9		22.9		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				65.3		44.4		70.50		???996				全体		2013年

																		2011年		全体						???852		*		*		*		69.1		64.6		45.5		48.6		47.9		29.1		*		22.1		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				69.1		47.9		73.00		???852				全体		2011年

																		2009年		全体						???924		*		*		*		65.5		64.9		*		*		54.2		27.2		*		17.7		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				65.5		54.2		73.60		???924				全体		2009年

																		2007年		全体						???987		*		*		*		63.3		68.2		*		*		47.6		29.5		*		19.3		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				63.3		47.6		73.50		???987				全体		2007年

																		2005年		全体						???1371		*		*		*		64.7		70.3		*		*		50.5		29.2		*		15.8		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				64.7		50.5		78.30		???1371				全体		2005年

																		2003年		全体						???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				全体		2003年

																		2017年		大学短大進学						???1063		91.7		85.1		73.9		72.2		64.8		42.8		39.9		35.8		33.5		32.8		29.8		18.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				29.8		33.5		64.80		???1063				全体		2017年

																		2015年		大学短大進学						???819		93.8		85.8		76.7		72.6		66.1		47.1		44.2		45.2		29.3		39.9		22.5		18.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				22.5		29.3		66.10		???819				全体		2015年

																		2013年		大学短大進学						???831		*		*		*		71.0		64.6		39.4		42.8		41.5		34.9		32.4		26.8		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				71.0		41.5		66.20		???831				全体		2013年

																		2011年		大学短大進学						???679		*		*		*		75.7		66.4		43.4		47.6		46.1		33.1		*		26.1		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				75.7		46.1		69.10		???679				大学短大進学		2011年

																		2009年		大学短大進学						???771		*		*		*		69.9		66.0		*		*		54.7		30.9		*		20.8		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				69.9		54.7		70.80		???771				大学短大進学		2009年

																		2007年		大学短大進学						???835		*		*		*		66.9		69.1		*		*		46.0		32.5		*		21.8		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				66.9		46.0		71.60		???835				大学短大進学		2007年

																		2005年		大学短大進学						???1101		*		*		*		68.8		71.4		*		*		48.1		33.2		*		18.3		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				68.8		48.1		77.20		???1101				大学短大進学		2005年

																		2013年		専門学校進学						???165		*		*		*		36.4		49.7		47.9		43.0		58.8		9.1		53.9		3.0		165.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				36.4		58.8		92.10		???165				全体		2013年

																		2011年		専門学校進学						???173		*		*		*		43.4		57.2		53.8		52.6		54.9		13.3		*		6.4		173.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.4		54.9		88.40		???173				専門学校進学		2011年

																		2009年		専門学校進学						???153		*		*		*		43.1		59.5		*		*		51.6		8.5		*		2.6		153.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.1		51.6		87.60		???153				専門学校進学		2009年

																		2007年		専門学校進学						???152		*		*		*		43.4		63.2		*		*		56.6		13.2		*		5.3		152.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.4		56.6		83.60		???152				専門学校進学		2007年

																		2005年		専門学校進学						???270		*		*		*		48.1		65.9		*		*		60.4		13.0		*		5.6		270.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				48.1		60.4		83.00		???270				専門学校進学		2005年

																		2013年		就職						???0		*		*		*		―		―		―		―		―		―		―		―		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				全体		2013年

																		2011年		就職						???0		*		*		*		―		―		―		―		―		―		*		―		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				就職		2011年

																		2009年		就職						???0		*		*		*		―		―		*		*		―		―		*		―		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				就職		2009年

																		2007年		就職						???0		*		*		*		―		―		*		*		―		―		*		―		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				就職		2007年

																		2005年		就職						???0		*		*		*		―		―		*		*		―		―		*		―		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				就職		2005年

																										※		｢2017年｣降順ソート ネンコウジュン				※		｢2013年｣以前の調査対象は進学意向者 ネンイゼンチョウサタイショウシンガクイコウシャ								100.0		各年で最も高い カクネンモットタカ

																										※		｢*｣は該当カテゴリーなし ガイトウ														100.0		各年で２～５番目に高い カクネンバンメタカ																																																																																										0

																																																																																																																																						0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



時系列_大短進学

		



2013年 大学短大進学

2015年 大学短大進学

2017年 大学短大進学



×時系列_もと

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		51				6		7		8		0

																										調査数 チョウサスウ		公務員（国家・地方）		公務員（警察・消防・自衛官）		会社員		教師		政治家		弁護士・法律関連		会計士・税理士		医師・歯科医師・獣医		技術者・研究者		製造・加工・組立		事務		営業		店員・販売関連		通訳・翻訳		客室乗務員・空港職員		パイロット		ホテル・旅館の接客		旅行関連		アナウンサー		ジャーナリスト・編集者・ライター		俳優・タレント・ミュージシャン・声優		グラフィックデザイナー・ＣＧデザイナー		カメラマン・映像関連		ファッションデザイナー・スタイリスト・アパレル関連		音楽家・画家・芸術関連		ゲーム関係		調理師・シェフ・パティシエ・フード関連		建築設計士		整備士		トリマー・動物関連		美容師・理容師		ヘア・メイクアーティスト		保育士・幼稚園教諭		看護師		薬剤師		管理栄養士・栄養士		理学療法士・作業療法士		スポーツトレーナー・インストラクター		プロスポーツ選手		社会福祉士・介護福祉士・福祉関係		環境・バイオ関連		心理カウンセラー		ＮＰＯ・ボランティア団体職員		企業経営		自営業		農業		林業・水産業		パート・アルバイト		その他（主婦・主夫）		その他		無回答						無回答								平均回答数 ヘイキンカイトウスウ		調査数 チョウサスウ

				3		1		2013保護者★学科差替_1216		%		表0037		目次へ												Ｑ９Ａ～Ｕ．保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：「思う・計」一覧＜進学希望者ベース＞																																																																																																																						Ｑ９Ａ～Ｕ．保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：「思う・計」一覧＜進学希望者ベース＞

		2013		6		4		2013保護者★学科差替_1216		%		表0037														サンプル数		個性や能力を生かせる学校に進学してほしい		やりたいことができる学校に進学してほしい		できるだけ難易度が高い大学に進学してほしい		できるだけ知名度の高い大学に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		資格を取得できる学校に進学してほしい		就職率が高い学校に進学してほしい		専門学校より大学・短大に進学してほしい		役立つような知識を身につけられる学校に進学		費用がかからないよう受験校数は少なくして		とりあえず進学しその後見つけてくれればいい		苦労せず入学できるような学校に行ってほしい		可能ならば、海外の大学に留学させたい		お金の負担がかからない進学をしてほしい		申し訳ないが進学はあきらめてほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		評価の低い学校なら進学しないほうがいい		評価の低い大学なら専門学校のほうがいい		将来は地元で働いてほしい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		資格を取得できる学校に進学してほしい		サンプル数

		2011		6		4		2011保護者		%		表0123														調査数		個性や能力を生かせる学校に進学してほしい		やりたいことができる学校に進学してほしい		できるだけ難易度が高い大学に進学してほしい		できるだけ知名度の高い大学に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		資格を取得できる学校に進学してほしい		就職率が高い学校に進学してほしい		専門学校より大学・短大に進学してほしい		役立つような知識を身につけられる学校に進学		費用がかからないよう受験校数は少なくして		とりあえず進学しその後見つけてくれればいい		苦労せず入学できるような学校に行ってほしい		可能ならば、海外の大学に留学させたい		お金の負担がかからない進学をしてほしい		申し訳ないが進学はあきらめてほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		評価の低い学校なら進学しないほうがいい		評価の低い大学なら専門学校のほうがいい		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		資格を取得できる学校に進学してほしい		調査数

		2009		6		6946		2009保護者		%		75														調査数		本人の個性や能力を生かせる学校に進学してほしい		本人のやりたいことができる学校に進学してほしい		できるだけ難易度が高い大学に進学してほしい		できるだけ知名度の高い大学に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		経済的な事情からも国公立の学校に進学してほしい		仕送りは難しいので地元の学校に進学してほしい		資格を取得できる学校に進学してほしい		*		同じことを学ぶなら、専門学校より大学・短大に進学してほしい		社会で役立つような知識・技術を身につけられる学校に進学してほしい		受験費用があまりかからないよう、できるだけ受験校数は少なくしてほしい		やりたいことがないのならとりあえず進学し、その後見つけてくれればいい		受験であまり苦労せずに入学できるような学校に行ってほしい		日本にいい大学がないなら海外の大学に留学するのもいい		*		家計が苦しいので申しわけないが進学はあきらめてほしい		*		評価の低い学校なら進学しないほうがいい		評価の低い大学なら専門学校のほうがいい		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				経済的な事情からも国公立の学校に進学してほしい		仕送りは難しいので地元の学校に進学してほしい		資格を取得できる学校に進学してほしい		調査数

		2007		6		302		2007保護者進路		%		0														調査数		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		*		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		*		Ｐ計		*		Ｐ計		Ｐ計		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		調査数

		2005		6		639		2005保護者		%		8														調査数		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		*		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		*		そう思う・計		*		そう思う・計		そう思う・計		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		調査数

		2013		7		5		2013保護者★学科差替_1216		%		表0037		　合　　　　　　　　　　　計				2013年 ネン		全体 ゼンタイ						996		95.2		95.6		22.9		30.6		62.1		65.3		44.4		70.5		73.2		62		79.3		42.4		34.1		16.2		15.1		42.9		3.2		40.8		23.1		19		35.9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				65.3		44.4		70.5		996				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		7		5		2011保護者		%		表0123		全体				2011年 ネン		全体 ゼンタイ						852		93.4		92.4		22.1		29.1		64.6		69.1		47.9		73		78.8		60.3		80.9		44.7		29.6		14.1		11.5		48.6		4		45.5		21.4		18.9		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				69.1		47.9		73		852				全体 ゼンタイ		2011年 ネン

		2009		7		6947		2009保護者		%		75		全体				2009年 ネン		全体 ゼンタイ						924		94.7		93.3		17.7		27.2		64.9		65.5		54.2		73.6		*		61.8		83.1		49.7		32.7		18		6.1		*		1.9		*		20.3		18.7		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				65.5		54.2		73.6		924				全体 ゼンタイ		2009年 ネン

		2007		7		303		2007保護者進路		%		0		全体				2007年 ネン		全体 ゼンタイ						987		97.8		96.9		19.3		29.5		68.2		63.3		47.6		73.5		*		66.4		84.3		45.1		30		16.1		7.9		*		1.6		*		29		21.9		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				63.3		47.6		73.5		987				全体 ゼンタイ		2007年 ネン

		2005		7		640		2005保護者		%		8		全体				2005年 ネン		全体 ゼンタイ						1371		95.6		95.8		15.8		29.2		70.3		64.7		50.5		78.3		*		60.6		84.6		51.3		28		20.1		11.4		*		2		*		25.2		26.6		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				64.7		50.5		78.3		1371				全体 ゼンタイ		2005年 ネン

		2003		7		0		0		0		0		0				2003年 ネン		全体 ゼンタイ						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				全体 ゼンタイ		2003年 ネン

		2013		45		43		2013保護者★学科差替_1216		%		表0037		　大学・短大進学				2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						831		95.4		96.5		26.8		34.9		64.6		71		41.5		66.2		73		72		78.7		42.4		37.5		15.5		17		42.8		2.6		39.4		23.8		16.7		32.4		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				71		41.5		66.2		831				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		45		43		2011保護者		%		表0123		　大学・短大進学				2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						679		94.4		94.3		26.1		33.1		66.4		75.7		46.1		69.1		79.1		71.4		80.4		43.9		32.3		13.3		13.4		47.6		2.5		43.4		22.4		15.5		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				75.7		46.1		69.1		679				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2011年 ネン

		2009		34		6974		2009保護者		%		75		大学・短大進学				2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						771		95.7		94		20.8		30.9		66		69.9		54.7		70.8		*		72.1		83.7		49.8		35.5		16.2		6.7		*		1.7		*		21.3		17.1		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				69.9		54.7		70.8		771				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2009年 ネン

		2007		8		304		2007保護者進路		%		Ｑ８		大学・短大進学				2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						835		98.3		97.7		21.8		32.5		69.1		66.9		46		71.6		*		76.2		83.7		44.3		32.8		14.4		8.7		*		1.1		*		30.3		19.9		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				66.9		46		71.6		835				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2007年 ネン

		2005		27		660		2005保護者		%		8		大学・短大進学				2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク						1101		96.1		96.1		18.3		33.2		71.4		68.8		48.1		77.2		*		70.8		84		51		30.2		19		12.4		*		1.4		*		25.5		23.3		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				68.8		48.1		77.2		1101				大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		2005年 ネン

		2013		48		46		2013保護者★学科差替_1216		%		表0037		　専門学校進学				2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						165		93.9		90.9		3		9.1		49.7		36.4		58.8		92.1		73.9		12.1		82.4		42.4		17		19.4		5.5		43		6.1		47.9		19.4		30.3		53.9		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				36.4		58.8		92.1		165				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		48		46		2011保護者		%		表0123		　専門学校進学				2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						173		89.6		85		6.4		13.3		57.2		43.4		54.9		88.4		77.5		16.8		82.7		48		19.1		17.3		4		52.6		9.8		53.8		17.3		32.4		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				43.4		54.9		88.4		173				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2011年 ネン

		2009		35		6975		2009保護者		%		75		専門学校進学				2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						153		89.5		89.5		2.6		8.5		59.5		43.1		51.6		87.6		*		9.8		80.4		49		18.3		26.8		2.6		*		3.3		*		15.7		26.8		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				43.1		51.6		87.6		153				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2009年 ネン

		2007		9		305		2007保護者進路		%		0		専門学校進学				2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						152		94.7		92.1		5.3		13.2		63.2		43.4		56.6		83.6		*		12.5		87.5		49.3		14.5		25.7		3.3		*		4.6		*		21.7		32.9		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				43.4		56.6		83.6		152				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2007年 ネン

		2005		28		661		2005保護者		%		8		専門学校進学				2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク						270		93.7		94.8		5.6		13		65.9		48.1		60.4		83		*		19.3		87		52.2		18.9		24.8		7		*		4.8		*		24.1		40.4		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				48.1		60.4		83		270				専門学校進学 センモンガッコウシンガク		2005年 ネン

		2013		49		47		2013保護者★学科差替_1216		%		表0037		就職				2013年 ネン		就職 シュウショク						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				全体 ゼンタイ		2013年 ネン

		2011		49		47		2011保護者		%		表0123		就職				2011年 ネン		就職 シュウショク						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				就職 シュウショク		2011年 ネン

		2009		36		6976		2009保護者		%		75		就職				2009年 ネン		就職 シュウショク						0		0		0		0		0		0		0		0		0		*		0		0		0		0		0		0		*		0		*		0		0		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				就職 シュウショク		2009年 ネン

		2007		10		306		2007保護者進路		%		0		就職				2007年 ネン		就職 シュウショク						0		0		0		0		0		0		0		0		0		*		0		0		0		0		0		0		*		0		*		0		0		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				就職 シュウショク		2007年 ネン

		2005		29		662		2005保護者		%		8		就職				2005年 ネン		就職 シュウショク						0		0		0		0		0		0		0		0		0		*		0		0		0		0		0		0		*		0		*		0		0		*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0				就職 シュウショク		2005年 ネン

																				高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ								【保護者】時系列 ホゴシャジケイレツ

																				集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ								Ｑ９Ａ～Ｕ．保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：「思う・計」一覧＜進学希望者ベース＞

																				グラフタイトル→								子どもに就いてほしい職業 コツショクギョウ

																				回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ								就いてほしい職業「ある」回答者 ツショクギョウカイトウシャ		／		単一回答 タンイツカイトウ

		10pt														【保護者】時系列　子どもに就いてほしい職業（就いてほしい職業「ある」回答者／単一回答）

														※時系列グラフは３年分 ジケイレツネンブン						（％）																																																																																																																												（％）

		10.5																										0				0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		無回答				0		0		平均回答数

		115																								調査数		公務員（国家・地方）		公務員（警察・消防・自衛官）		会社員		教師		政治家		弁護士・法律関連		会計士・税理士		医師・歯科医師・獣医		技術者・研究者		製造・加工・組立		事務		営業		店員・販売関連		通訳・翻訳		客室乗務員・空港職員		パイロット		ホテル・旅館の接客		旅行関連		アナウンサー		ジャーナリスト・編集者・ライター		俳優・タレント・ミュージシャン・声優		グラフィックデザイナー・ＣＧデザイナー		カメラマン・映像関連		ファッションデザイナー・スタイリスト・アパレル関連		音楽家・画家・芸術関連		ゲーム関係		調理師・シェフ・パティシエ・フード関連		建築設計士		整備士		トリマー・動物関連		美容師・理容師		ヘア・メイクアーティスト		保育士・幼稚園教諭		看護師		薬剤師		管理栄養士・栄養士		理学療法士・作業療法士		スポーツトレーナー・インストラクター		プロスポーツ選手		社会福祉士・介護福祉士・福祉関係		環境・バイオ関連		心理カウンセラー		ＮＰＯ・ボランティア団体職員		企業経営		自営業		農業		林業・水産業		パート・アルバイト		その他（主婦・主夫）		その他		無回答		0		0												調査数

																		2013年		全体						???996		95.2		95.6		22.9		30.6		62.1		65.3		44.4		70.5		73.2		62.0		79.3		42.4		34.1		16.2		15.1		42.9		3.2		40.8		23.1		19.0		35.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				65.3		44.4		70.50		???996				全体		2013年

																		2011年		全体						???852		93.4		92.4		22.1		29.1		64.6		69.1		47.9		73.0		78.8		60.3		80.9		44.7		29.6		14.1		11.5		48.6		4.0		45.5		21.4		18.9		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				69.1		47.9		73.00		???852				全体		2011年

																		2009年		全体						???924		94.7		93.3		17.7		27.2		64.9		65.5		54.2		73.6		*		61.8		83.1		49.7		32.7		18.0		6.1		*		1.9		*		20.3		18.7		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				65.5		54.2		73.60		???924				全体		2009年

																		2007年		全体						???987		97.8		96.9		19.3		29.5		68.2		63.3		47.6		73.5		*		66.4		84.3		45.1		30.0		16.1		7.9		*		1.6		*		29.0		21.9		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				63.3		47.6		73.50		???987				全体		2007年

																		2005年		全体						???1371		95.6		95.8		15.8		29.2		70.3		64.7		50.5		78.3		*		60.6		84.6		51.3		28.0		20.1		11.4		*		2.0		*		25.2		26.6		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				64.7		50.5		78.30		???1371				全体		2005年

																		2003年		全体						???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				全体		2003年

																		2013年		大学短大進学						???831		95.4		96.5		26.8		34.9		64.6		71.0		41.5		66.2		73.0		72.0		78.7		42.4		37.5		15.5		17.0		42.8		2.6		39.4		23.8		16.7		32.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				71.0		41.5		66.20		???831				全体		2013年

																		2011年		大学短大進学						???679		94.4		94.3		26.1		33.1		66.4		75.7		46.1		69.1		79.1		71.4		80.4		43.9		32.3		13.3		13.4		47.6		2.5		43.4		22.4		15.5		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				75.7		46.1		69.10		???679				大学短大進学		2011年

																		2009年		大学短大進学						???771		95.7		94.0		20.8		30.9		66.0		69.9		54.7		70.8		*		72.1		83.7		49.8		35.5		16.2		6.7		*		1.7		*		21.3		17.1		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				69.9		54.7		70.80		???771				大学短大進学		2009年

																		2007年		大学短大進学						???835		98.3		97.7		21.8		32.5		69.1		66.9		46.0		71.6		*		76.2		83.7		44.3		32.8		14.4		8.7		*		1.1		*		30.3		19.9		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				66.9		46.0		71.60		???835				大学短大進学		2007年

																		2005年		大学短大進学						???1101		96.1		96.1		18.3		33.2		71.4		68.8		48.1		77.2		*		70.8		84.0		51.0		30.2		19.0		12.4		*		1.4		*		25.5		23.3		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				68.8		48.1		77.20		???1101				大学短大進学		2005年

																		2013年		専門学校進学						???165		93.9		90.9		3.0		9.1		49.7		36.4		58.8		92.1		73.9		12.1		82.4		42.4		17.0		19.4		5.5		43.0		6.1		47.9		19.4		30.3		53.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				36.4		58.8		92.10		???165				全体		2013年

																		2011年		専門学校進学						???173		89.6		85.0		6.4		13.3		57.2		43.4		54.9		88.4		77.5		16.8		82.7		48.0		19.1		17.3		4.0		52.6		9.8		53.8		17.3		32.4		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.4		54.9		88.40		???173				専門学校進学		2011年

																		2009年		専門学校進学						???153		89.5		89.5		2.6		8.5		59.5		43.1		51.6		87.6		*		9.8		80.4		49.0		18.3		26.8		2.6		*		3.3		*		15.7		26.8		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.1		51.6		87.60		???153				専門学校進学		2009年

																		2007年		専門学校進学						???152		94.7		92.1		5.3		13.2		63.2		43.4		56.6		83.6		*		12.5		87.5		49.3		14.5		25.7		3.3		*		4.6		*		21.7		32.9		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				43.4		56.6		83.60		???152				専門学校進学		2007年

																		2005年		専門学校進学						???270		93.7		94.8		5.6		13.0		65.9		48.1		60.4		83.0		*		19.3		87.0		52.2		18.9		24.8		7.0		*		4.8		*		24.1		40.4		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				48.1		60.4		83.00		???270				専門学校進学		2005年

																		2013年		就職						???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				全体		2013年

																		2011年		就職						???0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				就職		2011年

																		2009年		就職						???0		―		―		―		―		―		―		―		―		*		―		―		―		―		―		―		*		―		*		―		―		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				就職		2009年

																		2007年		就職						???0		―		―		―		―		―		―		―		―		*		―		―		―		―		―		―		*		―		*		―		―		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				就職		2007年

																		2005年		就職						???0		―		―		―		―		―		―		―		―		*		―		―		―		―		―		―		*		―		*		―		―		*		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		―		???0				就職		2005年

																										※		｢2011年｣降順ソート ネンコウジュン								100.0		各年で最も高い カクネンモットタカ

																										※		｢*｣は該当カテゴリーなし ガイトウ								100.0		各年で２～５番目に高い カクネンバンメタカ																																																																																																																		0

																																																																																																																																																								0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



×時系列_もと

		



2009年 全体

2011年 全体

2013年 全体



2017

		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55

												Q10A~L. 保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：｢思う･計｣一覧<全ベース>

		4280		保護者 ホゴシャ		%				#0031				Q10A~L. 保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：｢思う･計｣一覧<全ベース>

		4281		保護者 ホゴシャ		%						調査数		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい

		4282		保護者 ホゴシャ		%				全体		1722		91.1		76.8		26.1		83.3		31.8		19.6		23.1		56		55.6		31.4		42		39.8

		4283		保護者 ホゴシャ		%				《続柄別》

		4284		保護者 ホゴシャ		%				父親		220		84.1		63.2		25.9		78.2		27.7		27.7		30.9		57.7		63.6		28.2		40.9		40.9

		4285		保護者 ホゴシャ		%				母親		1449		92.5		79.2		25.6		84.3		32.3		18.7		22.4		56.3		55		32.2		42.4		39.6

		4286		保護者 ホゴシャ		%				その他		13		84.6		46.2		46.2		76.9		30.8		0		0		38.5		38.5		23.1		30.8		61.5

		4287		保護者 ホゴシャ		%				《子どもの性別》

		4288		保護者 ホゴシャ		%				男子		891		89.8		72.3		24.9		82.4		28.3		21.9		24.8		54.5		57.8		27		39.5		38.2

		4289		保護者 ホゴシャ		%				女子		787		93		82		26.7		84.6		35.5		17.4		21.7		58.2		54		37		45.4		41.8

		4290		保護者 ホゴシャ		%				《続柄×子どもの性別》

		4291		保護者 ホゴシャ		%				父親×男子		139		82		58.3		25.9		77.7		24.5		28.8		33.8		58.3		63.3		23		38.8		40.3

		4292		保護者 ホゴシャ		%				父親×女子		80		87.5		71.3		25		78.8		33.8		26.3		26.3		57.5		65		37.5		45		41.3

		4293		保護者 ホゴシャ		%				母親×男子		742		91.4		75.3		24.4		83.3		29		20.9		23.5		53.9		56.9		27.9		39.8		37.5

		4294		保護者 ホゴシャ		%				母親×女子		703		93.6		83.2		26.9		85.3		35.6		16.5		21.3		58.6		52.9		37		45.4		41.8

		4295		保護者 ホゴシャ		%				その他×男子		10		80		40		50		80		30		0		0		50		50		20		30		60

		4296		保護者 ホゴシャ		%				その他×女子		3		100		66.7		33.3		66.7		33.3		0		0		0		0		33.3		33.3		66.7

		4297		保護者 ホゴシャ		%				《所属学科別》

		4298		保護者 ホゴシャ		%				普通科		1304		90.3		74.6		21.8		82.7		30.8		23.2		26.5		61.3		62		33.6		43.2		40.6

		4299		保護者 ホゴシャ		%				専門学科		350		93.4		84.9		41.4		84.9		33.1		6.9		9.1		35.1		28.6		20.9		38.3		36

		4300		保護者 ホゴシャ		%				総合学科		68		94.1		76.5		29.4		86.8		44.1		17.6		30.9		61.8		70.6		42.6		39.7		45.6

		4301		保護者 ホゴシャ		%				《都道府県別》

		4302		保護者 ホゴシャ		%				北海道		205		94.1		80		31.2		84.9		34.1		14.6		18		50.7		48.3		28.8		46.3		40.5

		4303		保護者 ホゴシャ		%				岩手県・福島県		170		91.2		75.3		20.6		85.9		27.1		28.2		24.7		57.6		71.8		20		42.4		41.2

		4304		保護者 ホゴシャ		%				岩手県		77		90.9		76.6		18.2		83.1		31.2		36.4		33.8		57.1		76.6		20.8		35.1		35.1

		4305		保護者 ホゴシャ		%				福島県		93		91.4		74.2		22.6		88.2		23.7		21.5		17.2		58.1		67.7		19.4		48.4		46.2

		4306		保護者 ホゴシャ		%				群馬県		207		88.9		70.5		26.6		80.2		37.2		14		21.7		53.1		57.5		32.9		42		41.1

		4307		保護者 ホゴシャ		%				東京都		162		85.8		71		14.2		81.5		19.8		28.4		33.3		52.5		40.7		40.1		33.3		34

		4308		保護者 ホゴシャ		%				長野県		143		88.8		76.9		32.9		79.7		33.6		14.7		17.5		53.1		48.3		25.9		39.9		40.6

		4309		保護者 ホゴシャ		%				岐阜県		224		94.6		77.2		22.8		83		30.8		24.6		29.9		71		65.6		47.3		45.1		42.9

		4310		保護者 ホゴシャ		%				大阪府・和歌山県		168		92.9		80.4		29.2		79.2		33.3		20.2		22.6		44		48.2		22		35.1		35.1

		4311		保護者 ホゴシャ		%				大阪府		91		91.2		87.9		36.3		78		33		2.2		4.4		23.1		13.2		20.9		31.9		38.5

		4312		保護者 ホゴシャ		%				和歌山県		77		94.8		71.4		20.8		80.5		33.8		41.6		44.2		68.8		89.6		23.4		39		31.2

		4313		保護者 ホゴシャ		%				岡山県		207		92.3		80.2		20.3		88.9		39.6		14		18.8		71		72		45.4		43.5		44.9

		4314		保護者 ホゴシャ		%				長崎県		236		89.4		78.4		35.2		84.3		28.4		19.5		21.6		47.5		44.5		16.9		46.2		36.9

		4315		保護者 ホゴシャ		%				《高校タイプ別》

		4316		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率95％以上		378		88.6		70.1		16.4		84.4		26.7		39.9		39.4		64		78.8		29.6		34.4		35.2

		4317		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率70～95％未満		640		91.7		75		23.3		83		33.1		21.4		28		65.3		67.7		36.4		42.8		40.5

		4318		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率40～70％未満		204		93.1		78.4		22.5		88.2		32.8		13.7		17.2		56.9		44.6		36.8		52.5		47.5

		4319		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率40％未満		500		91.2		83.4		38.4		80.8		33.4		4.4		7		37.8		27		24		42.6		39.4

		4320		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率70％以上上記該当校・計		1018		90.6		73.2		20.7		83.5		30.7		28.3		32.2		64.8		71.8		33.9		39.7		38.5

		4321		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率70％未満上記該当校・計		704		91.8		82		33.8		83		33.2		7.1		9.9		43.3		32.1		27.7		45.5		41.8

		4322		保護者 ホゴシャ		%				《希望進路別》

		4323		保護者 ホゴシャ		%				進学希望		1192		92.4		75.8		20.2		84.5		33.1		27		30.7		63.9		67.2		35.6		44.7		41.4

		4324		保護者 ホゴシャ		%				大学・短大進学		1063		91.7		73.9		18.8		85.1		32.8		29.8		33.5		64.8		72.2		35.8		42.8		39.9

		4325		保護者 ホゴシャ		%				大学進学		1021		91.5		73.4		18.3		84.7		32.4		30.8		34.4		64.5		73.2		34.8		41.7		38.5

		4326		保護者 ホゴシャ		%				短大進学		35		97.1		91.4		34.3		97.1		48.6		5.7		11.4		71.4		48.6		65.7		77.1		74.3

		4327		保護者 ホゴシャ		%				専門職大学		7		100		71.4		14.3		85.7		14.3		14.3		14.3		71.4		42.9		42.9		28.6		71.4

		4328		保護者 ホゴシャ		%				専門学校		129		98.4		91.5		31.8		79.1		35.7		3.9		7.8		56.6		26.4		33.3		60.5		54.3

		4329		保護者 ホゴシャ		%				就職		178		90.4		80.3		59.6		88.2		38.8		2.2		3.9		23.6		16.9		14.6		28.1		36

		4330		保護者 ホゴシャ		%				海外の大学等への進学		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		4331		保護者 ホゴシャ		%				その他		5		100		100		40		80		0		0		0		40		40		20		40		60

		4332		保護者 ホゴシャ		%				何でもよい		318		89.6		81.1		29.6		79.6		24.5		3.8		7.2		47.5		37.1		27		41.5		36.5

		4333		保護者 ホゴシャ		%				無回答		28		53.6		42.9		21.4		46.4		17.9		0		7.1		28.6		21.4		10.7		25		32.1

		4334		保護者 ホゴシャ		%				《進路について話す頻度別》

		4335		保護者 ホゴシャ		%				話す・計		1526		91.4		76.7		25.6		83.8		32.7		20.5		23.9		56.1		55.8		31.5		42		38.7

		4336		保護者 ホゴシャ		%				よく話をする		398		91.7		76.9		22.9		84.7		33.4		22.6		24.6		57.3		58.8		30.9		45.2		39.9

		4337		保護者 ホゴシャ		%				時々話をする		1128		91.3		76.6		26.6		83.5		32.4		19.8		23.6		55.7		54.8		31.6		40.9		38.3

		4338		保護者 ホゴシャ		%				話さない・計		193		88.6		77.7		29		79.8		24.9		12.4		17.6		56		53.9		31.1		43		48.7

		4339		保護者 ホゴシャ		%				あまり話さない		178		88.2		77		29.8		79.8		26.4		12.9		17.4		56.7		53.9		32		43.3		48.9

		4340		保護者 ホゴシャ		%				まったく話さない		15		93.3		86.7		20		80		6.7		6.7		20		46.7		53.3		20		40		46.7

		4341		保護者 ホゴシャ		%				《希望進路や、進路に対する考えの認知別》

		4342		保護者 ホゴシャ		%				知っている・計		1560		91.3		76.7		25.3		83.5		31.9		20.3		23.8		56.2		56		31.2		42.2		39.2

		4343		保護者 ホゴシャ		%				よく知っている		739		91.7		78.5		22.2		84.3		33		20.7		23.7		57.2		58.3		31.7		44.5		37.6

		4344		保護者 ホゴシャ		%				少し知っている		821		90.9		75		28		82.8		30.8		19.9		24		55.2		54		30.7		40.1		40.6

		4345		保護者 ホゴシャ		%				知らない・計		159		89.3		78		33.3		81.8		31.4		13.2		16.4		55.3		51.6		34		41.5		46.5

		4346		保護者 ホゴシャ		%				あまり知らない		143		89.5		78.3		33.6		82.5		32.9		14		16.8		56.6		54.5		35		42.7		46.9

		4347		保護者 ホゴシャ		%				まったく知らない		16		87.5		75		31.3		75		18.8		6.3		12.5		43.8		25		25		31.3		43.8

		4348		保護者 ホゴシャ		%				《進路に関する悩みや不安の認知》

		4349		保護者 ホゴシャ		%				知っている・計		1193		91.1		77.1		24.7		82.9		32.4		19.9		23.3		56.2		56.8		32.2		42.3		38.3

		4350		保護者 ホゴシャ		%				よく知っている		392		90.3		77		21.9		83.9		34.4		19.4		21.7		55.4		56.1		34.7		43.4		36.7

		4351		保護者 ホゴシャ		%				少し知っている		801		91.5		77.2		26.1		82.4		31.3		20.1		24.1		56.7		57.2		31		41.8		39.1

		4352		保護者 ホゴシャ		%				知らない・計		520		91.3		76.3		28.8		84.4		30.6		18.8		23.1		56		52.9		29.8		41.7		43.3

		4353		保護者 ホゴシャ		%				あまり知らない		472		92.2		76.7		29.2		84.7		31.6		19.3		23.3		56.8		52.8		30.5		41.9		43

		4354		保護者 ホゴシャ		%				まったく知らない		48		83.3		72.9		25		81.3		20.8		14.6		20.8		47.9		54.2		22.9		39.6		45.8

		4355		保護者 ホゴシャ		%				《進路の悩みや不安のアドバイス別》

		4356		保護者 ホゴシャ		%				している・計		1353		91.7		77.5		25.7		83.1		33.3		19.7		22.9		55.4		55.2		32.4		42		38

		4357		保護者 ホゴシャ		%				よくしている		391		92.1		78.5		24		85.2		35.8		20.5		22.8		57.8		59.3		35.5		44.8		38.1

		4358		保護者 ホゴシャ		%				少ししている		962		91.6		77		26.4		82.2		32.2		19.4		23		54.5		53.5		31.1		40.9		37.9

		4359		保護者 ホゴシャ		%				していない・計		360		89.2		74.2		27.2		84.4		26.4		19.4		24.4		59.4		57.2		27.5		43.1		46.9

		4360		保護者 ホゴシャ		%				あまりしていない		316		88.9		75		28.2		84.2		26.3		19.3		25		59.5		56.6		26.6		43		46.8

		4361		保護者 ホゴシャ		%				まったくしていない		44		90.9		68.2		20.5		86.4		27.3		20.5		20.5		59.1		61.4		34.1		43.2		47.7

		4362		保護者 ホゴシャ		%				《アドバイスの難しさ別》

		4363		保護者 ホゴシャ		%				難しい・計		1230		92.1		77.8		25.1		84.6		32.8		21.9		25.3		59.4		59		33.1		43.3		40.6

		4364		保護者 ホゴシャ		%				非常に難しい		337		92.9		78.6		19.9		85.8		30.6		23.4		27.3		59.6		66.5		32.9		45.1		45.7

		4365		保護者 ホゴシャ		%				やや難しい		893		91.8		77.5		27.1		84.2		33.6		21.3		24.5		59.4		56.2		33.1		42.7		38.6

		4366		保護者 ホゴシャ		%				難しいとは感じていない		478		88.7		74.7		28.2		80.3		28.9		13.6		17.8		47.3		46.9		27		39.1		37.7

		4367		保護者 ホゴシャ		%				その他		4		75		50		0		25		50		25		25		50		50		50		25		75

		4368		保護者 ホゴシャ		%				《働くことについての気がかり別》

		4369		保護者 ホゴシャ		%				ある		1100		92.7		77.6		26.4		87		32.5		20.3		24.5		56.9		55.7		32.8		40		41.8

		4370		保護者 ホゴシャ		%				ない		463		88.3		75.6		26.6		76.7		29.6		19		20.5		54.4		56.6		28.5		46.7		36.7

		4371		保護者 ホゴシャ		%				子どもが働くことについて考えたことがない		38		86.8		73.7		10.5		71.1		18.4		23.7		28.9		55.3		55.3		23.7		42.1		34.2

		4372		保護者 ホゴシャ		%				《未来社会の好ましさ別》

		4373		保護者 ホゴシャ		%				好ましい・計		585		90.4		76.9		26		80.7		31.6		23.9		26.5		54.5		56.1		31.5		43.4		37.8

		4374		保護者 ホゴシャ		%				とても好ましい社会だ		27		70.4		74.1		37		70.4		22.2		22.2		25.9		48.1		48.1		22.2		55.6		40.7

		4375		保護者 ホゴシャ		%				まあまあ好ましい社会だ		558		91.4		77.1		25.4		81.2		32.1		24		26.5		54.8		56.5		31.9		42.8		37.6

		4376		保護者 ホゴシャ		%				好ましくない・計		823		93.1		77.8		24.9		84.6		31.8		19.2		24.2		58.4		56.5		31.3		40.7		41.4

		4377		保護者 ホゴシャ		%				あまり好ましい社会ではない		773		93.3		77.6		25		84.6		31.4		18.9		23.8		58.5		56.8		30.9		40.5		41

		4378		保護者 ホゴシャ		%				非常に好ましくない社会だ		50		90		80		24		84		38		24		30		58		52		38		44		48

		4379		保護者 ホゴシャ		%				《仕事内容、楽しさについて話す状況別》

		4380		保護者 ホゴシャ		%				話す・計		1071		91.2		78.9		27.5		84.1		33.1		19.1		21.7		54.9		56		31.5		41.6		38.7

		4381		保護者 ホゴシャ		%				よく話す		335		91.3		79.7		26.9		82.4		33.4		19.1		21.2		56.7		54		32.2		49		44.8

		4382		保護者 ホゴシャ		%				時々話す		736		91.2		78.5		27.9		84.9		33		19.2		21.9		54.1		56.9		31.1		38.3		35.9

		4383		保護者 ホゴシャ		%				話さない・計		608		91.6		73.5		23.4		82.6		28		20.1		25.2		57.6		55.1		30.6		42.6		41.8

		4384		保護者 ホゴシャ		%				ほとんど話さない		568		91.4		73.6		23.2		82		28.2		19.5		25.2		57		55.1		30.1		41.9		40.7

		4385		保護者 ホゴシャ		%				まったく話さない		40		95		72.5		25		90		25		27.5		25		65		55		37.5		52.5		57.5

		4386		保護者 ホゴシャ		%				《子どもの将来へのグローバル化の影響》

		4387		保護者 ホゴシャ		%				ある		824		91.6		75.5		23.2		84.6		30.9		26.2		30.1		60.2		64.3		31.6		39.2		37.9

		4388		保護者 ホゴシャ		%				ない		73		91.8		79.5		31.5		74		37		20.5		21.9		52.1		49.3		30.1		46.6		45.2

		4389		保護者 ホゴシャ		%				わからない		754		91.2		77.9		28.4		83		31.3		12.5		15.8		51.7		47.9		30.9		44.6		41.1

		4390		保護者 ホゴシャ		%				《子どもを留学させたいか》

		4391		保護者 ホゴシャ		%				留学させたい・計		416		92.3		73.8		22.6		83.4		26.7		31		36.5		62		68		27.4		41.8		39.9

		4392		保護者 ホゴシャ		%				留学させたい		116		91.4		77.6		19.8		86.2		25		35.3		36.2		59.5		66.4		24.1		43.1		37.9

		4393		保護者 ホゴシャ		%				できれば留学させたい		300		92.7		72.3		23.7		82.3		27.3		29.3		36.7		63		68.7		28.7		41.3		40.7

		4394		保護者 ホゴシャ		%				留学させたいと思わない・計		619		93.4		80.3		32.6		85.9		38.8		12.6		15.5		55.9		49.4		36		47.2		45.4

		4395		保護者 ホゴシャ		%				あまり留学させたいと思わない		291		94.2		79.4		27.5		85.6		37.8		16.5		18.6		64.3		55.7		39.2		49.1		46.7

		4396		保護者 ホゴシャ		%				留学させたいと思わない		328		92.7		81.1		37.2		86.3		39.6		9.1		12.8		48.5		43.9		33.2		45.4		44.2

		4397		保護者 ホゴシャ		%				どちらでもよい		619		89		75.3		21.3		80.9		27.6		18.7		21.5		52.5		54.8		28.9		37.2		34.2

		4398		保護者 ホゴシャ		%				《グローバル社会に通用する人材について》

		4399		保護者 ホゴシャ		%				なってほしい・計		729		92		74.8		23.7		84.6		29.6		29.1		32.6		62		67.1		31.6		41.7		38.1

		4400		保護者 ホゴシャ		%				ぜひなってほしい		218		88.1		72		20.6		82.1		30.7		39.9		44		59.2		64.7		27.5		38.1		33

		4401		保護者 ホゴシャ		%				できればなってほしい		511		93.7		75.9		25		85.7		29.2		24.5		27.8		63.2		68.1		33.3		43.2		40.3

		4402		保護者 ホゴシャ		%				なってほしいと思わない・計		81		92.6		80.2		33.3		74.1		39.5		7.4		13.6		44.4		34.6		28.4		38.3		37

		4403		保護者 ホゴシャ		%				あまりなってほしいと思わない		36		100		83.3		19.4		83.3		41.7		11.1		11.1		50		41.7		33.3		33.3		33.3

		4404		保護者 ホゴシャ		%				なってほしいと思わない		45		86.7		77.8		44.4		66.7		37.8		4.4		15.6		40		28.9		24.4		42.2		40

		4405		保護者 ホゴシャ		%				どちらでもよい		825		90.8		78.3		26.8		83.2		31.9		12.8		15.9		52.5		48.8		31.3		42.5		41.5

		4406		保護者 ホゴシャ		%				《子どもの将来へのＡＩ発達の影響》

		4407		保護者 ホゴシャ		%				ある		667		90.6		75.1		23.5		84.9		32.1		25.6		29.2		59.8		63.1		32.2		38.8		38.2

		4408		保護者 ホゴシャ		%				ない		65		98.5		89.2		29.2		80		38.5		27.7		20		56.9		58.5		26.2		47.7		40

		4409		保護者 ホゴシャ		%				わからない		896		91.4		77.5		26.8		82.4		30		15		19.2		54.1		52.1		31.1		43.9		41.2

		4410		保護者 ホゴシャ		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜全ベース＞》

		4411		保護者 ホゴシャ		%				利用したい・計		704		93.5		78.8		28.1		84.4		33.5		18.2		22.7		66.2		61.4		36.4		73.7		58.4

		4412		保護者 ホゴシャ		%				ぜひ利用した		237		94.1		81		36.7		83.5		37.6		18.6		23.6		69.2		63.3		37.6		87.3		67.1

		4413		保護者 ホゴシャ		%				できれば利用したい		467		93.1		77.7		23.8		84.8		31.5		18		22.3		64.7		60.4		35.8		66.8		54

		4414		保護者 ホゴシャ		%				利用したくない・計		533		91.6		76		24		83.7		30.8		27.2		29.5		61.4		63		34.1		22		33.4

		4415		保護者 ホゴシャ		%				あまり利用したくない		406		92.9		77.3		24.4		84.2		29.3		24.1		26.8		67.7		65		37.9		26.6		39.9

		4416		保護者 ホゴシャ		%				まったく利用したくない		127		87.4		71.7		22.8		81.9		35.4		37		37.8		40.9		56.7		22		7.1		12.6

		4417		保護者 ホゴシャ		%				わからない		407		90.7		76.2		23.3		83		30		15		18.4		37.3		41.5		23.1		17.7		20.4

		4418		保護者 ホゴシャ		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜進学希望者ベース＞》

		4419		保護者 ホゴシャ		%				利用したい・計		500		94.6		77.8		23.8		84.8		34.8		23.6		28		71.2		69.2		38.8		76.6		59.8

		4420		保護者 ホゴシャ		%				ぜひ利用した		171		94.2		80.1		33.9		83.6		38.6		22.8		26.9		71.3		69		40.9		88.9		69

		4421		保護者 ホゴシャ		%				できれば利用したい		329		94.8		76.6		18.5		85.4		32.8		24		28.6		71.1		69.3		37.7		70.2		55

		4422		保護者 ホゴシャ		%				利用したくない・計		423		91.3		75.4		19.1		84.9		31.2		32.9		34.8		64.3		69.3		36.4		21.7		32.4

		4423		保護者 ホゴシャ		%				あまり利用したくない		317		92.7		76.3		19.9		86.1		30		30		31.9		71.6		71.9		40.7		26.5		39.1

		4424		保護者 ホゴシャ		%				まったく利用したくない		106		86.8		72.6		17		81.1		34.9		41.5		43.4		42.5		61.3		23.6		7.5		12.3

		4425		保護者 ホゴシャ		%				わからない		249		90.4		71.9		14.9		83.1		32.1		24.5		29.3		47.8		58.6		28.1		19.7		20.1
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		1										Q8A~L.保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：｢思う･計｣一覧<全ベース>

		2

		3467		2015保護者		%				#0027				Q8A~L.保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：｢思う･計｣一覧<全ベース>

		3468		2015保護者		%						調査数		将来は役に立つ資格を身につけてほしい		将来は手に職をつけてほしい		できるだけ早く社会に出て働いてほしい		収入や雇用が安定している仕事をしてほしい		将来は地元で働いてほしい		できるだけ難易度の高い学校に進学してほしい		できるだけ知名度の高い学校に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		家計が苦しいので、できるだけお金の負担がかからない進学をしてほしい

		3469		2015保護者		%				全体		1584		92		79.7		26.8		84.5		37.7		12.7		17.7		52.8		54.1		37.2		43.1		42.6

		3470		2015保護者		%				《続柄別》

		3471		2015保護者		%				父親		174		89.1		75.3		31		79.3		35.6		14.4		14.4		52.9		52.9		27.6		42.5		44.3

		3472		2015保護者		%				母親		1358		92.6		80.6		26.5		85.3		37.3		12.6		18.4		53		54.3		38.3		42.9		42.3

		3473		2015保護者		%				その他		12		83.3		58.3		25		75		58.3		0		0		33.3		50		41.7		75		41.7

		3474		2015保護者		%				《子どもの性別》

		3475		2015保護者		%				男子		765		91		79		26.1		85.9		36.3		14		19		50.7		55.8		32.5		44.4		42

		3476		2015保護者		%				女子		779		93.2		80.7		27.9		83.1		38.4		11.4		16.7		54.9		52.4		41.6		41.7		43.1

		3477		2015保護者		%				《続柄×子どもの性別》

		3478		2015保護者		%				父親×男子		103		87.4		77.7		31.1		81.6		35		15.5		19.4		50.5		55.3		18.4		47.6		41.7

		3479		2015保護者		%				父親×女子		71		91.5		71.8		31		76.1		36.6		12.7		7		56.3		49.3		40.8		35.2		47.9

		3480		2015保護者		%				母親×男子		658		91.5		79.2		25.4		86.8		36.3		13.8		19		50.8		55.9		34.7		43.8		42.1

		3481		2015保護者		%				母親×女子		699		93.6		82		27.6		83.8		38.3		11.4		17.9		55.1		52.6		41.8		41.9		42.5

		3482		2015保護者		%				その他×男子		4		100		75		25		50		75		0		0		50		50		50		75		25

		3483		2015保護者		%				その他×女子		8		75		50		25		87.5		50		0		0		25		50		37.5		75		50

		3484		2015保護者		%				《所属学科別》

		3485		2015保護者		%				普通科		1255		91.7		78		25.1		85.2		37.3		15.4		20.7		57.8		60.2		39.5		45.4		44.1

		3486		2015保護者		%				専門学科		329		93		86.3		33.4		82.1		39.2		2.4		6.4		34		31		28.3		34.3		37.1

		3487		2015保護者		%				総合学科		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		3488		2015保護者		%				《都道府県別》

		3489		2015保護者		%				北海道		137		92		79.6		24.8		83.9		22.6		21.2		27.7		53.3		58.4		16.1		43.8		45.3

		3490		2015保護者		%				宮城県		193		89.1		77.2		29.5		86.5		38.3		11.9		13.5		50.8		51.3		39.4		44.6		48.2

		3491		2015保護者		%				群馬県		213		87.8		77.9		34.3		81.2		40.8		2.3		8.5		36.6		36.2		36.2		40.4		39.9

		3492		2015保護者		%				東京都		119		93.3		73.1		23.5		76.5		20.2		19.3		19.3		47.9		46.2		31.9		32.8		37.8

		3493		2015保護者		%				三重県		197		89.3		77.2		24.9		84.8		46.2		11.2		20.3		51.8		45.2		45.7		40.6		41.1

		3494		2015保護者		%				福井県		169		95.9		81.7		27.2		86.4		47.3		9.5		12.4		56.8		62.7		42		36.7		42.6

		3495		2015保護者		%				兵庫県		216		94.9		84.7		26.9		85.2		40.3		17.6		25		55.6		55.6		37		44.9		41.7

		3496		2015保護者		%				広島県		148		91.9		79.7		25		87.2		39.9		16.2		20.9		70.9		78.4		50.7		50		42.6

		3497		2015保護者		%				福岡県		192		94.8		83.9		22.4		87		33.3		10.9		15.6		56.3		59.9		31.3		51.6		43.8

		3498		2015保護者		%				《高校タイプ別》

		3499		2015保護者		%				大短進学率95%以上		198		93.9		72.7		22.2		86.4		41.9		31.3		41.9		71.2		81.3		47		42.4		47

		3500		2015保護者		%				大短進学率70～95%未満		618		92.7		77.2		19.3		85.1		39.2		18.4		22.2		65.9		72		43		46.6		43.7

		3501		2015保護者		%				大短進学率40～70%未満		279		90		77.4		28.3		82.4		35.1		6.5		13.3		48		45.5		41.6		49.5		43.7

		3502		2015保護者		%				大短進学率40%未満		489		91.4		87.1		37.4		84.3		35.6		1.4		4.9		31.7		25.4		23.3		35.4		38.9

		3503		2015保護者		%				大短進学率70%以上上記該当校・計		816		93		76.1		20		85.4		39.8		21.6		27		67.2		74.3		44		45.6		44.5

		3504		2015保護者		%				大短進学率70%未満上記該当校・計		768		90.9		83.6		34.1		83.6		35.4		3.3		7.9		37.6		32.7		29.9		40.5		40.6

		3505		2015保護者		%				《希望進路別》

		3506		2015保護者		%				進学希望		946		93.8		78.4		20.4		85		39.4		19.8		26.1		62.3		67.1		43.8		48.2		43.9

		3507		2015保護者		%				大学・短大進学		819		93.8		76.7		18.9		85.8		39.9		22.5		29.3		66.1		72.6		45.2		47.1		44.2

		3508		2015保護者		%				大学進学		780		93.7		76.3		18.2		85.8		38.7		23.3		30.1		66.2		74.4		44.5		46.8		44.2

		3509		2015保護者		%				短大進学		39		94.9		84.6		33.3		87.2		64.1		5.1		12.8		64.1		38.5		59		53.8		43.6

		3510		2015保護者		%				専門学校進学		127		93.7		89.8		29.9		79.5		36.2		2.4		5.5		37.8		31.5		34.6		55.1		41.7

		3511		2015保護者		%				就職		225		90.7		87.1		61.3		89.3		44.9		1.8		4.4		28.4		22.2		19.1		25.8		40.4

		3512		2015保護者		%				海外の大学等への進学		1		100		100		0		100		0		0		0		100		100		0		100		0

		3513		2015保護者		%				その他		12		100		91.7		50		75		16.7		0		25		41.7		25		16.7		25		33.3

		3514		2015保護者		%				何でもよい		377		89.4		78.5		22		82.2		30.2		2.4		5.3		45.6		43.2		32.9		41.6		41.6

		3515		2015保護者		%				無回答		23		69.6		73.9		21.7		60.9		30.4		4.3		4.3		26.1		21.7		26.1		34.8		34.8

		3516		2015保護者		%				《進路について話す頻度別》

		3517		2015保護者		%				話す･計		1382		92.6		79.9		25.5		84.2		37.9		12.8		18.4		52.7		53.3		37		43.6		42

		3518		2015保護者		%				よく話をする		344		94.8		85.2		24.1		84.3		36		14.5		21.5		48.5		52.9		39.8		45.9		40.1

		3519		2015保護者		%				時々話をする		1038		91.9		78.1		26		84.1		38.5		12.2		17.3		54		53.4		36		42.8		42.7

		3520		2015保護者		%				話さない･計		202		87.6		78.7		35.6		87.1		36.1		11.9		13.4		54		59.9		38.6		40.1		46.5

		3521		2015保護者		%				あまり話さない		182		89.6		79.1		34.1		87.4		36.3		10.4		12.6		54.4		60.4		40.1		41.8		47.8

		3522		2015保護者		%				まったく話さない		20		70		75		50		85		35		25		20		50		55		25		25		35

		3523		2015保護者		%				《希望進路や、進路に関する考えの認知別》

		3524		2015保護者		%				知っている・計		1439		92.4		80.1		25.8		84.2		37.7		12.8		18.2		53.5		54		37		43.1		42.1

		3525		2015保護者		%				よく知っている		629		94.3		83.5		24.2		82		39.7		15.4		20.7		54.5		54.7		40.1		44.5		40.4

		3526		2015保護者		%				少し知っている		810		90.9		77.5		27		85.8		36		10.7		16.3		52.7		53.5		34.7		42		43.5

		3527		2015保護者		%				知らない・計		144		88.2		75.7		37.5		88.2		38.2		11.8		13.2		46.5		55.6		38.9		43.8		47.9

		3528		2015保護者		%				あまり知らない		128		90.6		76.6		35.2		87.5		39.1		12.5		13.3		48.4		58.6		41.4		47.7		50

		3529		2015保護者		%				まったく知らない		16		68.8		68.8		56.3		93.8		31.3		6.3		12.5		31.3		31.3		18.8		12.5		31.3

		3530		2015保護者		%				《進路に関する悩みや不安の認知》

		3531		2015保護者		%				知っている・計		1101		92.9		81.2		25.3		83.3		38.9		13.2		18.9		53		53.3		38.7		42.1		41.4

		3532		2015保護者		%				よく知っている		351		93.2		83.2		26.5		84.6		39		13.4		19.9		49.9		52.1		39.9		44.7		42.2

		3533		2015保護者		%				少し知っている		750		92.8		80.3		24.8		82.7		38.8		13.1		18.4		54.4		53.9		38.1		40.9		41.1

		3534		2015保護者		%				知らない・計		468		89.7		75.9		30.8		87		35		11.8		15.4		52.6		55.8		33.5		45.9		45.7

		3535		2015保護者		%				あまり知らない		423		89.8		75.7		29.6		86.3		35		11.1		14.9		52.7		56		34.5		46.1		44.7

		3536		2015保護者		%				まったく知らない		45		88.9		77.8		42.2		93.3		35.6		17.8		20		51.1		53.3		24.4		44.4		55.6

		3537		2015保護者		%				《進路の悩みや不安のアドバイス別》

		3538		2015保護者		%				している･計		1249		92.5		80.8		25.3		83.9		38.8		12.7		18.3		52.9		53.5		38.5		43.1		41.6

		3539		2015保護者		%				よくしている		360		95		85.3		26.7		85.8		36.7		11.7		18.3		47.5		46.4		36.7		42.2		39.4

		3540		2015保護者		%				少ししている		889		91.5		79		24.7		83.1		39.6		13.2		18.2		55.1		56.4		39.3		43.4		42.4

		3541		2015保護者		%				していない･計		326		90.5		76.1		32.8		86.8		34.4		12.9		16.3		52.8		57.1		32.5		43.9		46.9

		3542		2015保護者		%				あまりしていない		285		91.6		78.2		31.9		86.7		35.1		11.2		15.8		53.7		57.2		34		44.9		47.4

		3543		2015保護者		%				まったくしていない		41		82.9		61		39		87.8		29.3		24.4		19.5		46.3		56.1		22		36.6		43.9

		3544		2015保護者		%				《アドバイスの難しさ別》

		3545		2015保護者		%				難しい･計		1121		92.8		80.5		25.6		86.6		39.6		13.4		19.3		57.4		58.7		41.6		46.1		45.7

		3546		2015保護者		%				非常に難しい		321		90.3		77.6		29.6		87.9		41.7		13.4		16.8		58.9		62.6		44.9		43.3		47.4

		3547		2015保護者		%				やや難しい		800		93.8		81.6		24		86.1		38.8		13.4		20.3		56.9		57.1		40.3		47.3		45

		3548		2015保護者		%				難しいとは感じていない		446		90.6		78.3		29.8		79.1		33.2		11.4		14.6		41.9		43		26.7		36.5		35.7

		3549		2015保護者		%				その他		5		60		60		40		100		60		0		0		0		20		20		0		0

		3550		2015保護者		%				《働くことについての気がかり別》

		3551		2015保護者		%				ある		1009		93.6		81.9		27		87.8		40.2		13.7		19.1		54.1		56		40.1		43.2		45.6

		3552		2015保護者		%				ない		479		89.4		77		28.4		77.5		32.6		10.4		14.4		49.7		49.7		31.9		43		37.6

		3553		2015保護者		%				子どもが働くことについて考えたことがない		32		90.6		65.6		12.5		84.4		37.5		12.5		25		68.8		71.9		40.6		40.6		34.4

		3554		2015保護者		%				《未来社会の好ましさ別》

		3555		2015保護者		%				好ましい･計		441		93		79.1		29		82.5		39.5		15.2		18.8		53.1		55.6		40.1		40.6		41.7

		3556		2015保護者		%				とても好ましい社会だ		9		66.7		33.3		44.4		44.4		44.4		11.1		11.1		55.6		33.3		11.1		33.3		33.3

		3557		2015保護者		%				まあまあ好ましい社会だ		432		93.5		80.1		28.7		83.3		39.4		15.3		19		53		56		40.7		40.7		41.9

		3558		2015保護者		%				好ましくない･計		876		92.9		81.7		26.4		85.3		37.8		12.3		17.7		54.7		55		37.3		45.7		45.2

		3559		2015保護者		%				あまり好ましい社会ではない		821		93.5		82		25.6		85.5		37.9		12.7		18.1		55.2		55.7		38.1		46		45.4

		3560		2015保護者		%				非常に好ましくない社会だ		55		83.6		78.2		38.2		81.8		36.4		7.3		10.9		47.3		45.5		25.5		40		41.8

		3561		2015保護者		%				《仕事内容、楽しさについて話す状況別》

		3562		2015保護者		%				話す･計		1077		92.4		79.9		25.8		84.2		37		11.9		17.7		52.1		52.6		37.6		42.2		41

		3563		2015保護者		%				よく話す		343		94.2		83.7		27.4		86.3		34.7		11.1		17.5		53.1		52.2		34.7		46.4		45.8

		3564		2015保護者		%				時々話す		734		91.6		78.1		25.1		83.2		38.1		12.3		17.8		51.6		52.9		39		40.3		38.8

		3565		2015保護者		%				話さない･計		472		91.3		79.4		29.4		85.4		38.1		14.4		18		55.1		57.2		35.8		44.3		45.8

		3566		2015保護者		%				ほとんど話さない		442		92.3		79.9		29.2		86.4		38		14		18.3		56.1		57.2		36.4		44.8		46.6

		3567		2015保護者		%				まったく話さない		30		76.7		73.3		33.3		70		40		20		13.3		40		56.7		26.7		36.7		33.3

		3568		2015保護者		%				《子どもの将来へのグローバル化の影響》

		3569		2015保護者		%				ある		673		93.2		78.6		21.1		81.6		35.8		19		24.1		59		64.2		36.4		43.7		42.8

		3570		2015保護者		%				ない		61		93.4		90.2		42.6		78.7		44.3		13.1		16.4		55.7		49.2		36.1		49.2		45.9

		3571		2015保護者		%				わからない		767		91.9		80.8		31.3		87.5		38.9		7.8		13.2		48.8		46.5		38.1		42.9		42.8

		3572		2015保護者		%				《子どもを留学させたいか》

		3573		2015保護者		%				留学させたい・計		368		93.8		77.7		20.9		82.3		27.4		20.9		26.4		60.9		64.1		33.7		43.8		44

		3574		2015保護者		%				留学させたい		102		96.1		85.3		20.6		84.3		23.5		30.4		34.3		59.8		62.7		29.4		43.1		42.2

		3575		2015保護者		%				できれば留学させたい		266		92.9		74.8		21.1		81.6		28.9		17.3		23.3		61.3		64.7		35.3		44		44.7

		3576		2015保護者		%				留学させたいと思わない・計		620		91.1		81.8		35.2		88.4		47.7		8.7		13.1		48.1		48.4		39.4		44		46.3

		3577		2015保護者		%				あまり留学させたいと思わない		252		93.3		83.3		29		86.9		46		11.5		17.9		54.4		57.9		42.9		48.8		44.8

		3578		2015保護者		%				留学させたいと思わない		368		89.7		80.7		39.4		89.4		48.9		6.8		9.8		43.8		41.8		37		40.8		47.3

		3579		2015保護者		%				どちらでもよい		523		92.4		79.2		22.8		82.6		32.5		12.2		18		55.1		56		36.7		42.1		38

		3580		2015保護者		%				《グローバル社会に通用する人材について》

		3581		2015保護者		%				なってほしい・計		648		94.9		79.5		22.8		84.4		34.3		21.1		25.2		59.4		63		36.4		44.4		43.7

		3582		2015保護者		%				ぜひなってほしい		164		91.5		78.7		21.3		82.9		28.7		28.7		29.9		64		69.5		36		45.7		47

		3583		2015保護者		%				できればなってほしい		484		96.1		79.8		23.3		84.9		36.2		18.6		23.6		57.9		60.7		36.6		44		42.6

		3584		2015保護者		%				なってほしいと思わない・計		87		89.7		81.6		50.6		93.1		50.6		6.9		18.4		41.4		43.7		34.5		36.8		47.1

		3585		2015保護者		%				あまりなってほしいと思わない		53		90.6		81.1		45.3		96.2		58.5		11.3		24.5		47.2		49.1		41.5		39.6		50.9

		3586		2015保護者		%				なってほしいと思わない		34		88.2		82.4		58.8		88.2		38.2		0		8.8		32.4		35.3		23.5		32.4		41.2

		3587		2015保護者		%				どちらでもよい		720		91.1		79.4		27.8		84.2		40.3		7.2		12.6		50.8		49.9		37.9		42.1		41.7

		3588		2015保護者		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜全ベース＞》

		3589		2015保護者		%				利用したい・計		768		93.2		82.2		28.6		84.2		38		11.8		19.3		61.2		59.4		43		70.7		56.9

		3590		2015保護者		%				ぜひ利用した		252		93.3		82.1		36.1		84.9		41.7		12.7		21.8		65.1		59.1		46.8		85.7		68.3

		3591		2015保護者		%				できれば利用したい		516		93.2		82.2		25		83.9		36.2		11.4		18		59.3		59.5		41.1		63.4		51.4

		3592		2015保護者		%				利用したくない・計		483		91.3		77.2		26.5		85.3		38.9		13.5		16.1		40.2		46		30		14.9		23.2

		3593		2015保護者		%				あまり利用したくない		73		89		78.1		13.7		86.3		39.7		23.3		28.8		45.2		57.5		32.9		5.5		16.4

		3594		2015保護者		%				まったく利用したくない		410		91.7		77.1		28.8		85.1		38.8		11.7		13.9		39.3		43.9		29.5		16.6		24.4

		3595		2015保護者		%				わからない		262		92.7		80.5		21		86.6		36.6		16		19.8		60.7		63		40.1		21		42.7

		3596		2015保護者		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜進学希望者ベース＞》

		3597		2015保護者		%				利用したい・計		493		93.9		81.7		21.9		84.8		40.6		16.8		25.8		68		68.4		47.3		75.7		58

		3598		2015保護者		%				ぜひ利用した		153		94.8		81.7		28.1		85		45.1		17.6		30.1		71.9		67.3		52.9		93.5		72.5

		3599		2015保護者		%				できれば利用したい		340		93.5		81.8		19.1		84.7		38.5		16.5		23.8		66.2		68.8		44.7		67.6		51.5

		3600		2015保護者		%				利用したくない・計		262		93.5		72.9		19.8		83.6		39.7		24		27.5		51.1		63		38.5		15.3		20.6

		3601		2015保護者		%				あまり利用したくない		51		92.2		80.4		13.7		90.2		43.1		33.3		37.3		51		66.7		39.2		3.9		19.6

		3602		2015保護者		%				まったく利用したくない		211		93.8		71.1		21.3		82		38.9		21.8		25.1		51.2		62.1		38.4		18		20.9

		3603		2015保護者		%				わからない		177		93.8		79.1		17.5		87		36.7		21.5		26		63.8		71.2		42.9		20.9		40.7
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		1		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		目次へ		Ｑ９Ａ～Ｕ．保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：「思う・計」一覧＜進学希望者ベース＞

		2		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037

		3		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037

		4		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037				サンプル数		個性や能力を生かせる学校に進学してほしい		やりたいことができる学校に進学してほしい		できるだけ難易度が高い大学に進学してほしい		できるだけ知名度の高い大学に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		資格を取得できる学校に進学してほしい		就職率が高い学校に進学してほしい		専門学校より大学・短大に進学してほしい		役立つような知識を身につけられる学校に進学		費用がかからないよう受験校数は少なくして		とりあえず進学しその後見つけてくれればいい		苦労せず入学できるような学校に行ってほしい		可能ならば、海外の大学に留学させたい		お金の負担がかからない進学をしてほしい		申し訳ないが進学はあきらめてほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		評価の低い学校なら進学しないほうがいい		評価の低い大学なら専門学校のほうがいい		将来は地元で働いてほしい

		5		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　合　　　　　　　　　　　計		996		95.2		95.6		22.9		30.6		62.1		65.3		44.4		70.5		73.2		62		79.3		42.4		34.1		16.2		15.1		42.9		3.2		40.8		23.1		19		35.9

		6		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		【続柄別】

		7		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		父親		118		92.4		93.2		24.6		22.9		60.2		65.3		35.6		54.2		63.6		63.6		65.3		37.3		26.3		11.9		14.4		39.8		2.5		38.1		27.1		16.9		33.1

		8		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		母親		854		95.8		96.1		22.7		31.6		62.9		65.8		45.6		72.6		74.7		62.5		81.6		43.3		35.6		16.7		15.1		43.6		3		41.5		22.7		19		36.2

		9		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		その他		6		83.3		83.3		0		16.7		33.3		33.3		66.7		83.3		33.3		0		83.3		33.3		16.7		33.3		16.7		33.3		16.7		50		16.7		50		50

		10		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		【子どもの性別】

		11		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		男子		443		94.8		96.4		27.8		32.5		62.5		67.7		37		62.1		70.2		63		76.3		40.4		36.6		14.4		16		41.1		2.7		42.4		22.1		16.9		28.4

		12		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		女子		535		95.7		95.1		18.7		28.8		62.2		63.7		50.7		77.4		75.5		61.7		82.4		44.3		32.5		17.8		14.2		44.7		3.4		40		24.1		20.6		42.1

		13		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		【続柄×子どもの性別】

		14		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		父親×男子		66		89.4		93.9		27.3		25.8		59.1		62.1		33.3		51.5		59.1		59.1		62.1		42.4		28.8		13.6		16.7		37.9		3		43.9		25.8		12.1		28.8

		15		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		父親×女子		52		96.2		92.3		21.2		19.2		61.5		69.2		38.5		57.7		69.2		69.2		69.2		30.8		23.1		9.6		11.5		42.3		1.9		30.8		28.8		23.1		38.5

		16		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		母親×男子		376		95.7		96.8		27.9		33.8		63		68.9		37.5		63.8		72.1		63.8		78.7		40.2		38		14.6		16		41.5		2.7		42		21.5		17.8		28.2

		17		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		母親×女子		478		95.8		95.6		18.6		29.9		62.8		63.4		51.9		79.5		76.8		61.5		83.9		45.8		33.7		18.4		14.4		45.2		3.3		41		23.6		19.9		42.5

		18		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		その他×男子		1		100		100		0		0		100		0		100		100		100		0		100		0		0		0		0		100		0		100		0		0		100

		19		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		その他×女子		5		80		80		0		20		20		40		60		80		20		0		80		40		20		40		20		20		20		40		20		60		40

		20		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		【所属学科別】

		21		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		普通科		782		94.8		95.8		27.2		34.3		64.5		69.3		40.2		67.1		72		66		78.4		42.2		35.8		15		17.4		44		2.8		39.1		23.7		18.3		34.4

		22		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		専門学科		169		95.9		95.9		8.3		18.9		59.8		53.3		55.6		80.5		78.7		49.7		81.1		45		29.6		20.1		6.5		41.4		3.6		47.3		20.7		19.5		38.5

		23		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		総合学科		45		100		91.1		2.2		11.1		31.1		40		75.6		91.1		73.3		40		88.9		35.6		22.2		22.2		6.7		28.9		8.9		44.4		22.2		28.9		53.3

		24		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		【都道府県別】

		25		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		北海道		70		97.1		95.7		8.6		14.3		47.1		45.7		57.1		87.1		74.3		58.6		80		41.4		28.6		18.6		10		47.1		4.3		48.6		20		27.1		34.3

		26		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		岩手県		125		91.2		96		19.2		25.6		65.6		68		28		69.6		69.6		56.8		78.4		43.2		23.2		14.4		16.8		44.8		0		51.2		22.4		18.4		28.8

		27		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		富山県		135		97		94.1		25.2		37.8		71.9		76.3		42.2		65.9		68.9		74.8		83		45.2		37		14.1		19.3		45.9		3.7		34.8		28.9		18.5		34.8

		28		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		東京都		111		98.2		97.3		32.4		47.7		54.1		61.3		53.2		60.4		75.7		73.9		78.4		42.3		40.5		16.2		14.4		38.7		2.7		34.2		20.7		19.8		17.1

		29		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		神奈川県		98		93.9		98		33.7		34.7		55.1		48		52		57.1		68.4		55.1		75.5		35.7		42.9		18.4		22.4		33.7		4.1		35.7		26.5		22.4		24.5

		30		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		静岡県		110		94.5		93.6		23.6		25.5		63.6		64.5		47.3		76.4		76.4		65.5		82.7		36.4		36.4		16.4		10		40.9		1.8		37.3		25.5		15.5		40

		31		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		滋賀府		98		92.9		94.9		17.3		29.6		64.3		68.4		48		76.5		77.6		53.1		77.6		52		32.7		14.3		11.2		46.9		1		35.7		18.4		19.4		55.1

		32		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		香川県		129		96.1		92.2		24		30.2		65.9		68.2		41.1		75.2		76		58.1		82.9		45.7		34.1		18.6		13.2		45		7		41.9		24		17.8		51.2

		33		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		佐賀県		120		95.8		99.2		17.5		24.2		62.5		74.2		40		71.7		73.3		58.3		74.2		38.3		31.7		15.8		15.8		42.5		4.2		48.3		19.2		15.8		36.7

		34		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		【高校タイプ別】

		35		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		大短進学率９５％以上		421		95.5		96.7		39		43.5		66.3		77		33.5		58.4		69.8		75.5		79.3		38.5		43.5		11.6		22.8		37.3		1.7		33.7		27.1		17.8		26.6

		36		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		大短進学率７０～９５％未満		169		95.9		96.4		20.7		33.7		68.6		73.4		52.1		74		76.9		74		82.2		51.5		34.3		14.2		12.4		58		1.2		44.4		17.2		14.8		43.2

		37		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		大短進学率４０～７０％未満		190		95.8		96.3		7.4		17.4		54.2		53.7		51.1		77.4		72.6		51.6		76.8		42.1		26.3		22.1		10.5		44.7		5.8		50		24.7		19.5		37.9

		38		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		大短進学率４０％未満		216		93.5		92.1		6.9		14.8		56		46.3		53.7		85.2		77.3		35.6		79.2		43.1		22.7		21.3		6		40.3		5.6		43.5		18.5		24.1		46.8

		39		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		大短進学率７０％以上		590		95.6		96.6		33.7		40.7		66.9		75.9		38.8		62.9		71.9		75.1		80.2		42.2		40.8		12.4		19.8		43.2		1.5		36.8		24.2		16.9		31.4

		40		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		大短進学率７０％未満		406		94.6		94.1		7.1		16		55.2		49.8		52.5		81.5		75.1		43.1		78.1		42.6		24.4		21.7		8.1		42.4		5.7		46.6		21.4		21.9		42.6

		41		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		【希望進路別】

		42		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		進学希望		996		95.2		95.6		22.9		30.6		62.1		65.3		44.4		70.5		73.2		62		79.3		42.4		34.1		16.2		15.1		42.9		3.2		40.8		23.1		19		35.9

		43		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　大学・短大進学		831		95.4		96.5		26.8		34.9		64.6		71		41.5		66.2		73		72		78.7		42.4		37.5		15.5		17		42.8		2.6		39.4		23.8		16.7		32.4

		44		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　　大学進学		787		95.4		96.4		28.1		35.6		65.3		72.6		40.3		64.8		72.2		72.9		78.4		42.4		39		15.2		17.8		42.7		2.4		39.3		23.8		16.4		30.6

		45		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　　短大進学		44		95.5		97.7		4.5		22.7		52.3		43.2		63.6		90.9		88.6		54.5		84.1		40.9		11.4		20.5		2.3		45.5		6.8		40.9		25		22.7		63.6

		46		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　専門学校進学		165		93.9		90.9		3		9.1		49.7		36.4		58.8		92.1		73.9		12.1		82.4		42.4		17		19.4		5.5		43		6.1		47.9		19.4		30.3		53.9

		47		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		就職		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		48		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		海外の大学等への進学		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		その他		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		50		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		何でもよい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		51		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		52		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		【進路について話す頻度別】

		53		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		話す・計		896		95.2		96.1		23		30.7		61.9		66.1		45.1		70.3		73.7		61.9		78.7		41.5		33.6		15.7		15.3		43.1		2.9		41		23.4		18.8		36.5

		54		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　よく話をする		238		94.5		96.6		22.3		32.8		57.6		60.5		41.6		69.3		71.4		61.8		76.9		38.2		27.3		16.4		16		39.5		1.3		43.3		25.2		15.1		36.1

		55		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　時々話をする		658		95.4		95.9		23.3		29.9		63.5		68.1		46.4		70.7		74.5		62		79.3		42.7		35.9		15.5		15		44.4		3.5		40.1		22.8		20.1		36.6

		56		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		話さない・計		97		94.8		90.7		22.7		29.9		63.9		58.8		38.1		72.2		69.1		62.9		84.5		49.5		39.2		19.6		13.4		42.3		6.2		39.2		20.6		21.6		30.9

		57		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　あまり話さない		91		94.5		90.1		22		28.6		62.6		59.3		39.6		72.5		69.2		62.6		84.6		46.2		40.7		20.9		12.1		41.8		5.5		38.5		20.9		23.1		33

		58		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　まったく話さない		6		100		100		33.3		50		83.3		50		16.7		66.7		66.7		66.7		83.3		100		16.7		0		33.3		50		16.7		50		16.7		0		0

		59		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		【希望進路や、進路に対する考えの認知別】

		60		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		知っている・計		933		95.3		95.7		22.6		30.9		61.6		65.2		44.2		70.7		73.3		62.2		79.5		41.3		33.1		16.1		15.2		43.1		2.9		40.7		23		18.9		35.6

		61		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　よく知っている		473		95.6		96.4		22		30.9		60		64.7		45.2		71.9		74.8		62.8		79.7		40		27.1		16.7		13.7		42.7		1.7		41.2		23.3		19.5		36.4

		62		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　少し知っている		460		95		95		23.3		30.9		63.3		65.7		43		69.6		71.7		61.5		79.3		42.6		39.3		15.4		16.7		43.5		4.1		40.2		22.8		18.3		34.8

		63		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		知らない・計		58		94.8		93.1		27.6		29.3		69		65.5		46.6		69		72.4		56.9		77.6		60.3		50		15.5		13.8		41.4		8.6		43.1		25.9		22.4		43.1

		64		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　あまり知らない		54		94.4		92.6		29.6		29.6		66.7		64.8		48.1		68.5		70.4		57.4		77.8		57.4		51.9		16.7		11.1		40.7		7.4		42.6		25.9		22.2		44.4

		65		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　まったく知らない		4		100		100		0		25		100		75		25		75		100		50		75		100		25		0		50		50		25		50		25		25		25

		66		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		【進路に関する悩みや不安の認知】

		67		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		知っている・計		738		95.1		95.8		23.4		32.4		62.1		65.3		44.4		72.2		73.4		64.4		79.8		41.3		33.9		16.3		15.9		44		3.3		39.8		24.1		19.4		36.6

		68		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　よく知っている		221		95.5		94.6		22.2		33.9		58.8		60.6		44.3		71.5		72.9		62		77.8		39.8		26.2		20.4		16.3		43.9		2.7		39.8		26.7		16.3		36.7

		69		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　少し知っている		517		95		96.3		24		31.7		63.4		67.3		44.5		72.5		73.7		65.4		80.7		42		37.1		14.5		15.7		44.1		3.5		39.8		23		20.7		36.6

		70		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		知らない・計		248		95.6		95.2		21.8		26.2		62.5		65.3		43.5		66.1		73.4		55.2		78.6		45.2		35.1		15.7		12.9		39.5		3.2		44.4		20.6		18.1		34.3

		71		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　あまり知らない		229		95.2		95.2		21.8		25.8		60.7		65.5		42.4		65.5		71.6		55		78.6		43.7		34.5		16.6		12.7		40.6		3.5		44.1		21		16.6		33.2

		72		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　まったく知らない		19		100		94.7		21.1		31.6		84.2		63.2		57.9		73.7		94.7		57.9		78.9		63.2		42.1		5.3		15.8		26.3		0		47.4		15.8		36.8		47.4

		73		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		【進路の悩みや不安のアドバイス別】

		74		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		している・計		796		95.2		95.6		23.4		31.5		61.4		64.4		45.7		71.9		72.7		62.2		78.8		41.3		33.4		16.6		16.1		43.2		3.5		40.5		24.7		19.7		37.1

		75		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　よくしている		233		96.6		97.9		21.5		34.3		59.2		61.8		45.5		70.8		73.8		62.2		81.1		40.8		27		21		16.3		41.6		1.7		41.6		27.5		18.9		39.5

		76		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　少ししている		563		94.7		94.7		24.2		30.4		62.3		65.5		45.8		72.3		72.3		62.2		77.8		41.6		36.1		14.7		16		43.9		4.3		40		23.6		20.1		36.1

		77		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		していない・計		191		95.3		95.8		20.9		27.2		64.9		69.1		38.7		65.4		75.4		60.7		82.2		46.1		37.2		13.6		11		41.4		2.1		43.5		16.8		16.2		31.4

		78		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　あまりしていない		173		94.8		95.4		20.8		24.9		63.6		69.9		37.6		65.9		74		61.3		82.7		45.7		36.4		13.9		11		41.6		2.3		43.9		17.3		15		30.6

		79		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　まったくしていない		18		100		100		22.2		50		77.8		61.1		50		61.1		88.9		55.6		77.8		50		44.4		11.1		11.1		38.9		0		38.9		11.1		27.8		38.9

		80		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		【アドバイスの難しさ別】

		81		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		難しい・計		743		95.2		95.2		23.1		31.5		64.7		66.9		44.8		72.1		73.8		63.5		80.6		43.7		35.4		17.4		15.9		45.9		3.5		41.7		22.6		19		36.3

		82		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　非常に難しい		192		92.7		91.1		22.9		31.8		68.8		73.4		43.2		75		78.1		59.9		81.8		46.9		38.5		15.6		17.7		51.6		2.6		42.7		21.4		21.4		36.5

		83		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　やや難しい		551		96		96.6		23.2		31.4		63.3		64.6		45.4		71.1		72.2		64.8		80.2		42.6		34.3		18		15.2		43.9		3.8		41.4		23		18.1		36.3

		84		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		難しいとは感じていない		241		95.4		96.7		22		27.4		53.9		59.8		43.2		66		71		56.8		75.1		37.8		30.7		12.9		13.3		33.2		2.5		37.8		25.3		19.1		34.4

		85		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		その他		3		100		100		33.3		66.7		100		66.7		33.3		33.3		100		66.7		100		66.7		33.3		0		0		33.3		0		66.7		0		0		33.3

		86		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		【働くことについての気がかり別】

		87		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		ある		698		95.7		95.4		23.6		31.2		64		67.3		45.7		72.8		76.5		65.3		82.1		43.7		36.7		17.2		15.3		44.3		2.9		40.4		23.9		18.6		37.7

		88		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		ない		264		95.1		96.6		20.5		28		56.4		60.2		41.7		65.5		65.2		54.2		75		39.4		28.4		13.3		14.4		37.9		3.4		41.3		20.5		19.3		32.2

		89		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		子どもが働くことについて考えたことがない		10		90		90		40		50		60		50		30		60		70		70		70		60		30		30		30		70		10		40		20		10		20

		90		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		【未来社会の好ましさ別】

		91		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		好ましい・計		287		97.6		97.2		24.7		30.7		61.3		63.1		43.6		66.6		69.7		65.2		78.4		38.3		35.5		14.3		12.2		35.5		2.4		41.5		20.6		15.3		34.5

		92		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　とても好ましい社会だ		8		100		100		12.5		37.5		50		62.5		25		87.5		62.5		62.5		100		25		0		25		25		25		0		25		37.5		12.5		12.5

		93		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　まあまあ好ましい社会だ		279		97.5		97.1		25.1		30.5		61.6		63.1		44.1		65.9		69.9		65.2		77.8		38.7		36.6		14		11.8		35.8		2.5		41.9		20.1		15.4		35.1

		94		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		好ましくない・計		601		94.3		95.3		22.6		31.1		63.4		67.1		45.1		73		75.9		61.6		81.4		45.4		33.6		15.8		16.6		46.3		3.2		40.3		25.1		20.1		37.4

		95		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　あまり好ましい社会ではない		552		94.9		96		22.5		31.3		63.2		67.2		44		74.1		75.9		62		81.5		44.4		34.4		14.7		16.8		45.3		3.1		39.5		24.5		19		37.5

		96		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　非常に好ましくない社会だ		49		87.8		87.8		24.5		28.6		65.3		65.3		57.1		61.2		75.5		57.1		79.6		57.1		24.5		28.6		14.3		57.1		4.1		49		32.7		32.7		36.7

		97		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		【仕事内容、楽しさについて話す状況別】

		98		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		話す・計		644		96.1		95.8		22		29.7		59.8		62.7		45		71.1		73.4		61		81.1		40.5		32.3		16.9		15.1		42.5		3.6		40.1		23.6		18.6		38.7

		99		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　よく話す		199		95.5		95		20.6		31.2		60.8		64.3		49.2		69.3		69.8		55.8		80.9		39.7		25.1		20.6		14.6		43.2		3		39.7		23.6		17.6		38.7

		100		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　時々話す		445		96.4		96.2		22.7		29		59.3		62		43.1		71.9		75.1		63.4		81.1		40.9		35.5		15.3		15.3		42.2		3.8		40.2		23.6		19.1		38.7

		101		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		話さない・計		331		94.3		95.5		23.6		31.4		65.9		69.8		42.6		69.8		72.5		64		77		46.5		38.1		14.8		15.1		42.9		1.8		42.9		21.8		18.7		30.8

		102		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　ほとんど話さない		305		94.1		96.1		23.9		30.8		66.2		71.8		43.3		68.9		72.1		63.6		75.7		45.9		38.4		13.8		15.7		43		1.6		43.3		20.3		18.4		31.1

		103		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　まったく話さない		26		96.2		88.5		19.2		38.5		61.5		46.2		34.6		80.8		76.9		69.2		92.3		53.8		34.6		26.9		7.7		42.3		3.8		38.5		38.5		23.1		26.9

		104		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		【子どもの将来へのグローバル化の影響】

		105		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		ある		535		96.4		96.6		31.4		37.2		65.8		69.5		41.3		65.8		73.1		71.6		81.3		44.9		38.5		15.7		21.1		41.1		2.4		39.8		26.4		19.1		29.2

		106		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		ない		25		96		92		12		36		56		56		48		64		64		64		84		56		36		16		8		52		8		40		36		32		44

		107		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		わからない		404		94.1		94.8		11.9		21.5		58.4		60.9		48.5		77.2		73.8		50.5		77.7		39.4		29.2		17.3		7.9		45.3		3.5		42.6		18.3		18.1		44.8

		108		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		【子どもを留学させたいか】

		109		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		留学させたい・計		268		97.4		97.4		37.3		45.1		65.7		71.6		38.1		64.6		75.4		72.4		80.6		40.3		41		14.2		42.5		42.5		2.6		39.9		26.9		21.3		24.6

		110		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　留学させたい		70		95.7		97.1		42.9		45.7		68.6		71.4		30		62.9		72.9		68.6		80		40		37.1		11.4		65.7		41.4		2.9		40		32.9		20		18.6

		111		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　できれば留学させたい		198		98		97.5		35.4		44.9		64.6		71.7		40.9		65.2		76.3		73.7		80.8		40.4		42.4		15.2		34.3		42.9		2.5		39.9		24.7		21.7		26.8

		112		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		留学させたいと思わない・計		368		95.9		95.1		13.6		22.3		61.1		63		55.4		78.5		73.9		56.5		79.6		43.2		28.3		21.5		3.5		46.2		4.3		44.3		20.7		18.2		52.4

		113		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　あまり留学させたいと思わない		164		97		95.7		16.5		24.4		61		68.9		52.4		76.8		73.8		57.9		82.3		38.4		31.7		16.5		4.9		43.3		3.7		39		20.7		16.5		48.2

		114		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　留学させたいと思わない		204		95.1		94.6		11.3		20.6		61.3		58.3		57.8		79.9		74		55.4		77.5		47.1		25.5		25.5		2.5		48.5		4.9		48.5		20.6		19.6		55.9

		115		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		どちらでもよい		327		93.9		95.7		21.4		27.8		61.2		63.6		38.2		66.7		70.6		61.8		78.9		44		35.2		12.8		6.1		41		1.5		38.2		23.2		18		27.5

		116		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		【グローバル社会に通用する人材について】

		117		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		なってほしい・計		445		96.6		96.9		31.2		37.8		66.1		69.9		38		66.7		73.9		68.3		82		42.5		38.4		14.8		24.9		40.7		2.5		38		24.3		18.9		27.6

		118		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　ぜひなってほしい		131		97.7		96.2		42		48.9		65.6		66.4		32.8		65.6		76.3		68.7		80.9		40.5		34.4		19.1		41.2		41.2		6.1		47.3		26		16.8		22.1

		119		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　できればなってほしい		314		96.2		97.1		26.8		33.1		66.2		71.3		40.1		67.2		72.9		68.2		82.5		43.3		40.1		13.1		18.2		40.4		1		34.1		23.6		19.7		29.9

		120		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		なってほしいと思わない・計		47		91.5		91.5		14.9		23.4		59.6		61.7		59.6		89.4		76.6		59.6		85.1		38.3		23.4		19.1		2.1		48.9		4.3		36.2		29.8		23.4		61.7

		121		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　あまりなってほしいと思わない		22		95.5		90.9		18.2		27.3		59.1		63.6		63.6		86.4		72.7		63.6		90.9		36.4		27.3		27.3		0		54.5		4.5		36.4		27.3		22.7		63.6

		122		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		　なってほしいと思わない		25		88		92		12		20		60		60		56		92		80		56		80		40		20		12		4		44		4		36		32		24		60

		123		2013保護者★学科差替_1216 ホゴシャガッカサカ		%		表0037		どちらでもよい		445		94.8		96		15.5		24		59.3		61.6		49.4		72.6		71.7		58		76.9		42.9		31.2		16.6		6.7		44.3		2.9		43.4		21.1		17.5		40.7
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		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55

		1		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		目次へ		【保護者】／Ｑ１３Ａ～Ｔ．保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：「思う・計」一覧＜進学希望者ベース＞

		2		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123

		3		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123						個性や能力を生かせる学校に進学してほしい		やりたいことができる学校に進学してほしい		できるだけ難易度が高い大学に進学してほしい		できるだけ知名度の高い大学に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		資格を取得できる学校に進学してほしい		就職率が高い学校に進学してほしい		専門学校より大学・短大に進学してほしい		役立つような知識を身につけられる学校に進学		費用がかからないよう受験校数は少なくして		とりあえず進学しその後見つけてくれればいい		苦労せず入学できるような学校に行ってほしい		可能ならば、海外の大学に留学させたい		お金の負担がかからない進学をしてほしい		申し訳ないが進学はあきらめてほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		評価の低い学校なら進学しないほうがいい		評価の低い大学なら専門学校のほうがいい		将来は地元で働いてほしい

		4		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123				調査数		個性や能力を生かせる学校に進学してほしい		やりたいことができる学校に進学してほしい		できるだけ難易度が高い大学に進学してほしい		できるだけ知名度の高い大学に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		資格を取得できる学校に進学してほしい		就職率が高い学校に進学してほしい		専門学校より大学・短大に進学してほしい		役立つような知識を身につけられる学校に進学		費用がかからないよう受験校数は少なくして		とりあえず進学しその後見つけてくれればいい		苦労せず入学できるような学校に行ってほしい		可能ならば、海外の大学に留学させたい		お金の負担がかからない進学をしてほしい		申し訳ないが進学はあきらめてほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		評価の低い学校なら進学しないほうがいい		評価の低い大学なら専門学校のほうがいい		*

		5		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		全体		852		93.4		92.4		22.1		29.1		64.6		69.1		47.9		73		78.8		60.3		80.9		44.7		29.6		14.1		11.5		48.6		4		45.5		21.4		18.9		*

		6		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		【続柄別】																																												*

		7		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		父親		140		92.1		92.9		24.3		28.6		71.4		75		45		64.3		65		61.4		79.3		43.6		32.9		12.1		11.4		54.3		5		51.4		23.6		20		*

		8		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		母親		692		94.7		93.5		22		29.5		63.7		68.8		49.1		75.4		82.4		61.1		81.9		45.7		29.3		14.6		11.7		48		3.9		44.8		21.4		18.8		*

		9		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		その他		3		66.7		0		0		0		33.3		33.3		33.3		66.7		33.3		0		66.7		33.3		66.7		33.3		0		33.3		0		33.3		0		0		*

		10		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		【子どもの性別】																																												*

		11		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		男子		397		93.5		92.2		25.2		32.2		68		72.3		42.8		68		78.3		61.5		79.1		44.6		33		13.4		11.8		49.4		4		44.8		20.9		19.4		*

		12		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		女子		437		94.7		93.8		19.5		26.3		62		67.3		53.5		78.5		80.1		60.4		83.5		45.8		27.5		14.9		11.4		48.7		4.1		46.9		22.4		18.5		*

		13		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		【続柄×子どもの性別】																																												*

		14		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		父親×男子		82		92.7		92.7		26.8		32.9		75.6		79.3		41.5		56.1		64.6		64.6		79.3		45.1		37.8		11		14.6		56.1		7.3		54.9		23.2		23.2		*

		15		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		父親×女子		58		91.4		93.1		20.7		22.4		65.5		69		50		75.9		65.5		56.9		79.3		41.4		25.9		13.8		6.9		51.7		1.7		46.6		24.1		15.5		*

		16		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		母親×男子		314		93.9		92.4		24.8		32.2		66.2		70.7		43.3		71.3		82.2		60.8		79.3		44.6		31.8		14		11.1		47.8		3.2		42.4		20.4		18.5		*

		17		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		母親×女子		377		95.2		94.4		19.4		27.1		61.5		67.1		54.1		78.8		82.5		61.3		84.1		46.4		27.3		14.9		12.2		48.3		4.5		46.9		22.3		19.1		*

		18		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		その他×男子		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		*

		19		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		その他×女子		2		100		0		0		0		50		50		50		100		50		0		100		50		100		50		0		50		0		50		0		0		*

		20		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		【所属学科別】																																												*

		21		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		普通科		680		94.4		93.2		25.9		32.1		66.5		73.8		47.9		70.4		78.5		65.1		81.2		44.1		30.1		12.5		12.5		47.6		2.8		41.6		21.8		17.9		*

		22		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		専門学科		83		90.4		88		7.2		21.7		49.4		51.8		62.7		84.3		84.3		36.1		83.1		41		22.9		19.3		9.6		45.8		8.4		57.8		27.7		28.9		*

		23		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		総合学科		89		88.8		89.9		6.7		13.5		64		49.4		33.7		82		75.3		46.1		76.4		52.8		31.5		21.3		5.6		58.4		9		64		12.4		16.9		*

		24		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		【都道府県別】																																												*

		25		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		北海道		133		91.7		92.5		15.8		24.1		72.2		70.7		24.1		71.4		76.7		62.4		79.7		42.1		30.1		12.8		9.8		48.1		2.3		48.9		17.3		15		*

		26		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		青森県		137		91.2		91.2		8.8		11.7		59.9		69.3		54.7		83.2		77.4		59.1		77.4		49.6		30.7		21.2		12.4		55.5		5.8		59.1		14.6		19		*

		27		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		茨城県		125		92.8		92		28		36		63.2		71.2		50.4		66.4		74.4		63.2		76.8		40.8		32		19.2		14.4		50.4		3.2		38.4		20.8		17.6		*

		28		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		東京都		12		83.3		66.7		16.7		16.7		41.7		25		33.3		41.7		66.7		58.3		75		41.7		25		25		8.3		41.7		0		41.7		16.7		16.7		*

		29		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		新潟県		108		95.4		90.7		25		35.2		75.9		73.1		50		69.4		78.7		59.3		86.1		48.1		19.4		9.3		6.5		57.4		4.6		49.1		23.1		20.4		*

		30		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		愛知県		91		94.5		97.8		31.9		45.1		59.3		72.5		59.3		78		84.6		65.9		80.2		35.2		37.4		14.3		9.9		40.7		0		24.2		24.2		18.7		*

		31		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		大阪府		51		96.1		98		39.2		33.3		58.8		74.5		78.4		60.8		76.5		72.5		74.5		41.2		39.2		5.9		17.6		29.4		2		17.6		23.5		17.6		*

		32		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		鳥取県		62		91.9		88.7		14.5		19.4		69.4		67.7		37.1		77.4		82.3		46.8		87.1		58.1		27.4		17.7		11.3		61.3		4.8		54.8		22.6		21		*

		33		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		佐賀県		133		96.2		93.2		24.8		33.8		59.4		62.4		47.4		75.2		82.7		55.6		85.7		45.1		26.3		7.5		12.8		40.6		7.5		53.4		28.6		22.6		*

		34		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		【高校タイプ別】																																												*

		35		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		大短進学率９５％以上		322		95.7		96		40.4		45.3		68		85.7		42.2		60.6		76.7		74.8		81.1		41		34.5		5		14.6		46.6		1.6		33.9		23.6		15.2		*

		36		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		大短進学率７０～９５％未満		186		93.5		95.2		16.1		26.3		68.8		78.5		47.3		76.3		79.6		71		80.1		44.1		29.6		16.1		12.9		48.9		1.1		45.7		22		16.1		*

		37		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		大短進学率４０～７０％未満		106		94.3		86.8		11.3		17.9		60.4		46.2		59.4		78.3		81.1		51.9		79.2		48.1		22.6		20.8		7.5		43.4		6.6		48.1		21.7		22.6		*

		38		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		大短進学率４０％未満		238		89.9		87.8		6.7		14.3		58.4		49.6		50.8		84.9		79.8		36.1		81.9		48.7		26.1		21.8		8		53.4		8.4		60.1		17.6		24.4		*

		39		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		大短進学率７０％以上		508		94.9		95.7		31.5		38.4		68.3		83.1		44.1		66.3		77.8		73.4		80.7		42.1		32.7		9.1		14		47.4		1.4		38.2		23		15.6		*

		40		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		大短進学率７０％未満		344		91.3		87.5		8.1		15.4		59		48.5		53.5		82.8		80.2		41		81.1		48.5		25		21.5		7.8		50.3		7.8		56.4		18.9		23.8		*

		41		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		【希望進路別】																																												*

		42		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		進学希望		852		93.4		92.4		22.1		29.1		64.6		69.1		47.9		73		78.8		60.3		80.9		44.7		29.6		14.1		11.5		48.6		4		45.5		21.4		18.9		*

		43		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　大学・短大進学		679		94.4		94.3		26.1		33.1		66.4		75.7		46.1		69.1		79.1		71.4		80.4		43.9		32.3		13.3		13.4		47.6		2.5		43.4		22.4		15.5		*

		44		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　　大学進学		628		94.9		94.6		27.7		34.1		66.4		77.9		45.2		67.5		79		72.3		80.1		42.5		32.3		11.8		14.2		46.7		2.1		42		22.3		15.8		*

		45		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　　短大進学		51		88.2		90.2		5.9		21.6		66.7		49		56.9		88.2		80.4		60.8		84.3		60.8		31.4		31.4		3.9		58.8		7.8		60.8		23.5		11.8		*

		46		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　専門学校進学		173		89.6		85		6.4		13.3		57.2		43.4		54.9		88.4		77.5		16.8		82.7		48		19.1		17.3		4		52.6		9.8		53.8		17.3		32.4		*

		47		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		就職		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		*

		48		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		留学		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		*

		49		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		その他		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		*

		50		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		何でもよい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		*

		51		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		*

		52		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		【進路について話す頻度別】																																												*

		53		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		話す・計		780		93.6		92.4		22.6		29.2		65.1		69.5		47.8		73.2		78.6		60.8		81.5		44.6		29.1		14.2		10.9		49		3.8		45.4		21.7		18.7		*

		54		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　よく話をする		251		96.4		96.8		25.9		33.5		61		67.7		45		74.5		79.7		63.7		82.1		42.2		25.9		14.7		13.5		47		5.2		44.6		24.3		21.1		*

		55		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　たまに話をする		529		92.2		90.4		21		27.2		67.1		70.3		49.1		72.6		78.1		59.4		81.3		45.7		30.6		14		9.6		49.9		3.2		45.7		20.4		17.6		*

		56		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		話さない・計		70		91.4		91.4		15.7		27.1		57.1		64.3		47.1		70		80		55.7		72.9		45.7		34.3		11.4		17.1		44.3		4.3		47.1		17.1		18.6		*

		57		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　あまり話さない		69		91.3		91.3		14.5		26.1		56.5		63.8		47.8		69.6		79.7		55.1		72.5		44.9		33.3		10.1		15.9		43.5		2.9		46.4		15.9		18.8		*

		58		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　まったく話さない		1		100		100		100		100		100		100		0		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		0		*

		59		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		【希望進路や、進路に対する考えの認知別】																																												*

		60		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		知っている・計		803		94		93		22.9		29.8		65.8		69.9		48.2		73.5		79.6		60.9		81.9		45.1		29.8		14.1		11.3		48.9		3.6		46.1		21.4		18.6		*

		61		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　よく知っている		402		94.8		95		26.1		32.1		64.7		68.2		46.3		71.6		77.1		62.9		81.6		43		24.9		13.9		12.2		48		4		45		23.9		20.9		*

		62		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　少し知っている		401		93.3		91		19.7		27.4		66.8		71.6		50.1		75.3		82		58.9		82.3		47.1		34.7		14.2		10.5		49.9		3.2		47.1		19		16.2		*

		63		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		知らない・計		46		84.8		82.6		6.5		17.4		43.5		56.5		41.3		65.2		65.2		52.2		63		39.1		26.1		13		13		43.5		8.7		37		19.6		21.7		*

		64		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　あまり知らない		44		84.1		81.8		4.5		15.9		40.9		54.5		43.2		63.6		63.6		50		63.6		38.6		25		11.4		9.1		43.2		6.8		36.4		15.9		22.7		*

		65		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　まったく知らない		2		100		100		50		50		100		100		0		100		100		100		50		50		50		50		100		50		50		50		100		0		*

		66		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		【進路に関する悩みや不安の認知】																																												*

		67		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		知っている・計		640		93.4		93.6		22.3		29.8		65.6		69.8		49.1		74.5		77.8		60.9		80.8		44.8		29.7		15.2		12.7		49.1		4.5		44.4		22.5		20		*

		68		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　よく知っている		212		96.7		96.7		24.1		34.9		61.3		67		48.1		78.3		79.2		63.7		84.9		47.6		27.8		16		15.6		46.2		5.2		44.3		25.5		23.1		*

		69		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　少し知っている		428		91.8		92.1		21.5		27.3		67.8		71.3		49.5		72.7		77.1		59.6		78.7		43.5		30.6		14.7		11.2		50.5		4.2		44.4		21		18.5		*

		70		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		知らない・計		207		93.2		88.4		20.8		26.6		60.9		66.2		44		68.6		81.6		58.5		80.7		44.4		30		11.1		8.2		46.9		2.4		48.3		18.4		15		*

		71		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　あまり知らない		192		93.2		89.1		21.4		27.6		59.9		66.1		44.3		70.3		81.8		59.4		80.7		44.3		30.2		10.4		7.8		45.3		2.1		46.4		17.2		15.1		*

		72		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　まったく知らない		15		93.3		80		13.3		13.3		73.3		66.7		40		46.7		80		46.7		80		46.7		26.7		20		13.3		66.7		6.7		73.3		33.3		13.3		*

		73		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		【進路の悩みや不安のアドバイス別】																																												*

		74		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		している・計		677		92.8		92.2		22.5		29.4		65.1		69.7		48.7		74.4		78		59.5		80.5		45.2		30		14.5		12.1		49.3		4.4		44.8		22.2		19.9		*

		75		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　よくしている		216		94.9		94.9		20.4		31.9		59.7		62.5		44.9		77.8		82.4		60.2		86.1		42.6		26.9		12.5		11.1		45.4		3.7		41.2		24.5		21.3		*

		76		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　少ししている		461		91.8		90.9		23.4		28.2		67.7		73.1		50.5		72.9		75.9		59.2		77.9		46.4		31.5		15.4		12.6		51.2		4.8		46.4		21		19.3		*

		77		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		していない・計		167		96.4		93.4		19.8		27.5		62.9		67.1		45.5		68.9		82		62.9		83.2		43.7		29.3		13.2		9.6		46.7		2.4		48.5		18.6		13.8		*

		78		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　あまりしていない		147		96.6		93.9		20.4		28.6		64.6		67.3		46.9		70.1		83		65.3		85		44.2		31.3		12.2		9.5		46.3		2		47.6		17.7		12.9		*

		79		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　まったくしていない		20		95		90		15		20		50		65		35		60		75		45		70		40		15		20		10		50		5		55		25		20		*

		80		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		【アドバイスの難しさ別】																																												*

		81		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		難しい・計		633		93.5		92.7		21.8		29.2		67.8		73.1		50.4		74.2		79.5		61.3		81.5		46.6		31.4		15.2		11.8		50.4		4.4		46.3		21.8		18.3		*

		82		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　非常に難しい		185		93		90.8		23.8		31.4		70.3		75.7		48.1		75.7		81.6		57.8		80.5		38.9		35.7		15.1		15.7		49.2		2.7		47.6		26.5		18.9		*

		83		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　やや難しい		448		93.8		93.5		21		28.3		66.7		72.1		51.3		73.7		78.6		62.7		81.9		49.8		29.7		15.2		10.3		50.9		5.1		45.8		19.9		18.1		*

		84		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		難しいとは感じていない		212		93.9		92.5		22.6		28.8		54.2		57.5		40.1		69.3		77.4		58		78.8		39.6		24.1		11.3		10.4		43.4		2.8		43.4		20.8		20.3		*

		85		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		その他		3		66.7		33.3		33.3		33.3		66.7		33.3		66.7		66.7		33.3		66.7		66.7		0		33.3		0		33.3		33.3		0		66.7		0		33.3		*

		86		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		【働くことについての気がかり別】																																												*

		87		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		ある		238		93.7		89.5		23.5		31.9		70.2		72.7		50.4		82.4		82.8		63.4		87.8		49.6		23.5		16.4		10.1		54.2		5.5		52.9		26.5		20.6		*

		88		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		ない		545		95.2		95.2		21.5		27.9		63.3		68.6		47.3		70.3		78.3		59.6		80.2		44.4		31.9		12.5		11.9		46.8		3.5		44		19.3		18.2		*

		89		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		子どもが働くことについて考えたことがない		14		92.9		100		21.4		28.6		57.1		71.4		57.1		78.6		100		85.7		85.7		28.6		7.1		21.4		21.4		42.9		0		35.7		35.7		28.6		*

		90		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		【未来社会の好ましさ別】																																												*

		91		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		好ましい・計		162		95.7		93.2		22.2		31.5		61.7		66		45.1		72.2		75.3		61.7		82.7		42.6		33.3		14.2		13.6		37.7		5.6		43.2		19.1		16		*

		92		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　とても好ましい社会だ		12		100		100		16.7		33.3		33.3		66.7		50		83.3		66.7		50		75		25		25		25		25		25		8.3		25		33.3		33.3		*

		93		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　まあまあ好ましい社会だ		150		95.3		92.7		22.7		31.3		64		66		44.7		71.3		76		62.7		83.3		44		34		13.3		12.7		38.7		5.3		44.7		18		14.7		*

		94		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		好ましくない・計		592		95.4		94.4		22.8		29.1		67.1		72.1		51.2		76.4		83.1		62		82.4		47.1		29.9		13.9		11.8		53.5		3.7		47.5		22.8		20.8		*

		95		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　あまり好ましい社会ではない		521		96		95.2		23.4		29.2		66		72.6		51.2		75.4		83.5		62.6		82		46.1		29.8		13.4		11.3		51.1		3.3		44.7		21.5		19.8		*

		96		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　非常に好ましくない社会だ		71		91.5		88.7		18.3		28.2		74.6		69		50.7		83.1		80.3		57.7		85.9		54.9		31		16.9		15.5		71.8		7		67.6		32.4		28.2		*

		97		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		【仕事内容、楽しさについて話す状況別】																																												*

		98		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		話す・計		581		95.2		94		22.2		29.1		64.4		67.6		49.4		77.6		82.4		61.4		82.4		46.8		29.8		15		12.2		49.9		4		47.5		21.9		20.5		*

		99		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　よく話す		149		95.3		94.6		22.8		31.5		64.4		61.7		46.3		81.9		81.2		61.7		83.9		46.3		32.2		20.8		14.8		56.4		5.4		58.4		28.2		24.2		*

		100		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　時々話す		432		95.1		93.8		22		28.2		64.4		69.7		50.5		76.2		82.9		61.3		81.9		47		28.9		13		11.3		47.7		3.5		43.8		19.7		19.2		*

		101		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		話さない・計		243		93.4		92.6		23.5		30		67.5		75.7		47.3		65		73.7		60.9		80.7		42.8		30.5		11.5		10.3		47.7		4.1		42.4		21.8		16.5		*

		102		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　ほとんど話さない		232		94		92.7		23.3		29.7		67.2		76.3		47		65.1		74.6		60.3		81.5		42.7		29.7		11.2		10.3		47		3		41.8		21.6		17.2		*

		103		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　まったく話さない		11		81.8		90.9		27.3		36.4		72.7		63.6		54.5		63.6		54.5		72.7		63.6		45.5		45.5		18.2		9.1		63.6		27.3		54.5		27.3		0		*

		104		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		【情報源別】																																												*

		105		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		人間関係		633		94.5		93		21.3		29.9		64.6		69.8		49.1		73.8		79.8		62.7		80.7		45.7		29.1		14.4		11.2		48.2		3.2		46.1		20.7		19.1		*

		106		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　ご家族		308		96.4		95.1		21.8		31.5		65.6		71.1		44.5		70.8		79.2		67.9		81.8		45.8		29.2		14		13.3		48.1		2.6		45.1		20.8		16.9		*

		107		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　ご友人・知人		466		95.1		93.8		21.9		30.9		64.6		70.8		50.4		73.8		82.4		63.5		80.9		48.5		30.5		14.2		10.9		47.4		3.4		46.1		19.3		18.5		*

		108		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　職場関係		250		92.8		92		17.2		29.2		68.8		70.4		49.6		76		77.6		57.2		80.4		42.8		24.8		15.2		8		51.2		2.4		51.2		20.4		17.6		*

		109		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　その他人物		36		94.4		86.1		27.8		22.2		66.7		72.2		50		72.2		83.3		63.9		83.3		58.3		16.7		11.1		19.4		47.2		2.8		38.9		27.8		27.8		*

		110		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		紙メディア・計		496		95.2		95.4		25.2		33.1		65.7		72.8		47		71		79.2		65.9		82.3		46		32.7		12.1		13.1		49		2.2		42.5		19.2		17.7		*

		111		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　雑誌		179		95		95.5		26.3		32.4		66.5		78.8		46.9		65.9		76.5		60.9		79.3		45.8		37.4		12.3		17.9		50.3		2.2		42.5		18.4		19		*

		112		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　書籍		161		94.4		93.8		32.3		38.5		63.4		74.5		39.8		66.5		79.5		66.5		82		45.3		32.9		11.2		17.4		49.1		1.9		40.4		22.4		18.6		*

		113		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　新聞		384		95.3		95.6		24.5		32		68.2		73.2		48.2		70.8		78.6		66.7		81.5		46.4		33.6		12.2		13		48.4		2.1		41.7		18		16.7		*

		114		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		テレビ・ラジオ		304		94.7		94.1		24		31.3		68.8		75		47.4		70.1		78.3		62.8		81.3		46.1		31.9		14.1		12.2		50		1.3		42.4		18.4		16.1		*

		115		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		ネット・計		470		94.7		94.9		25.7		34.3		65.3		72.3		46.4		72.1		80.9		66		83		42.8		30.6		11.5		13.8		47.9		3		41.7		24.7		21.9		*

		116		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　ホームページ		462		94.6		94.8		26		33.8		65.2		72.5		46.3		71.6		80.7		66.2		82.9		42.4		30.3		11.3		13.6		48.1		3		41.6		24.5		22.1		*

		117		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　ブログ・ＳＮＳ		25		96		100		24		36		68		68		56		68		72		48		80		40		28		8		28		32		4		60		36		36		*

		118		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		　メールマガジン		20		95		90		30		40		80		80		45		80		65		60		90		45		35		5		30		35		0		40		30		25		*

		119		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		その他		27		100		88.9		25.9		25.9		88.9		63		51.9		66.7		85.2		63		88.9		40.7		18.5		7.4		7.4		70.4		7.4		51.9		25.9		22.2		*

		120		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		情報源なし		26		84.6		80.8		15.4		11.5		50		53.8		38.5		69.2		65.4		38.5		84.6		46.2		26.9		15.4		7.7		46.2		7.7		57.7		34.6		15.4		*

		121		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		【震災前後の意識変化別】																																												*

		122		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		変化あり		118		96.6		97.5		26.3		34.7		70.3		76.3		47.5		77.1		83.9		67.8		83.9		41.5		30.5		11		15.3		52.5		2.5		48.3		24.6		17.8		*

		123		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123		変化なし		552		94.7		92.8		22.1		28.3		64.5		70.5		47.3		73.4		79.2		60.5		83		45.5		31.9		14.1		11.1		48.7		4		44.6		22.3		20.8		*

		124		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123

		125		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123

		126		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123

		127		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123

		128		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123

		129		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123

		130		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123

		131		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123

		132		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123

		133		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123

		134		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123

		135		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123

		136		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123

		137		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123

		138		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123

		139		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123

		140		2011保護者 ホゴシャ		%		表0123

		141		2011高校生 コウコウセイ		%		表0070		変化なし		996		10		1.5		6.8		0		1.1		1.2		3.9		4.5		3.3		3.2		0.8		1		0.8		0.6		0.3		0.6		0.3		0.6		1.4		3.7		1.6		0.9		1.3		2.6		3.9		1.2		1.7		1.1		1.9		1.3		6.6		5.1		2.6		1.6		2.9		1.1		2.4		0.3		1.3		0.2		0.8		0.6		0.1		0.2		0.4		7.3		3

		142		2011高校生 コウコウセイ		%		表0070

		143		2011高校生 コウコウセイ		%		表0070

		144		2011高校生 コウコウセイ		%		表0070

		145		2011高校生 コウコウセイ		%		表0070

		146		2011高校生 コウコウセイ		%		表0070

		147		2011高校生 コウコウセイ		%		表0070

		148		2011高校生 コウコウセイ		%		表0070

		149		2011高校生 コウコウセイ		%		表0070

		150		2011高校生 コウコウセイ		%		表0070
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														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

														個性や能力を生かせる学校に進学してほしい		やりたいことができる学校に進学してほしい		できるだけ難易度が高い大学に進学してほしい		できるだけ知名度の高い大学に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		資格を取得できる学校に進学してほしい		就職率が高い学校に進学してほしい		専門学校より大学・短大に進学してほしい		役立つような知識を身につけられる学校に進学		費用がかからないよう受験校数は少なくして		とりあえず進学しその後見つけてくれればいい		苦労せず入学できるような学校に行ってほしい		可能ならば、海外の大学に留学させたい		お金の負担がかからない進学をしてほしい		申し訳ないが進学はあきらめてほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		評価の低い学校なら進学しないほうがいい		評価の低い大学なら専門学校のほうがいい		将来は地元で働いてほしい

		6945		2009保護者 ホゴシャ		%		75		【保護者】／Ｑ１２Ａ～Ｑ．保護者は子どもの進学に関してどんな価値観を持っているか：「思う・計」一覧

		6946		2009保護者 ホゴシャ		%		75				調査数		本人の個性や能力を生かせる学校に進学してほしい		本人のやりたいことができる学校に進学してほしい		できるだけ難易度が高い大学に進学してほしい		できるだけ知名度の高い大学に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		経済的な事情からも国公立の学校に進学してほしい		仕送りは難しいので地元の学校に進学してほしい		資格を取得できる学校に進学してほしい		*		同じことを学ぶなら、専門学校より大学・短大に進学してほしい		社会で役立つような知識・技術を身につけられる学校に進学してほしい		受験費用があまりかからないよう、できるだけ受験校数は少なくしてほしい		やりたいことがないのならとりあえず進学し、その後見つけてくれればいい		受験であまり苦労せずに入学できるような学校に行ってほしい		日本にいい大学がないなら海外の大学に留学するのもいい		*		家計が苦しいので申しわけないが進学はあきらめてほしい		*		評価の低い学校なら進学しないほうがいい		評価の低い大学なら専門学校のほうがいい		*

		6947		2009保護者 ホゴシャ		%		75		全体		924		94.7		93.3		17.7		27.2		64.9		65.5		54.2		73.6		*		61.8		83.1		49.7		32.7		18		6.1		*		1.9		*		20.3		18.7		*

		6948		2009保護者 ホゴシャ		%		75		【続柄別】																				*														*				*						*

		6949		2009保護者 ホゴシャ		%		75		父親		103		92.2		91.3		24.3		30.1		68.9		66		51.5		63.1		*		68		79.6		46.6		31.1		20.4		5.8		*		2.9		*		25.2		23.3		*

		6950		2009保護者 ホゴシャ		%		75		母親		796		95.5		94.1		17.1		27.1		65.3		65.8		55.2		75.5		*		61.4		84.3		50.6		32.9		17.8		6.2		*		1.8		*		20.1		18.3		*

		6951		2009保護者 ホゴシャ		%		75		その他		7		100		100		28.6		14.3		42.9		71.4		57.1		71.4		*		42.9		85.7		28.6		42.9		14.3		14.3		*		0		*		14.3		14.3		*

		6952		2009保護者 ホゴシャ		%		75		【続柄×子どもの性別】																				*														*				*						*

		6953		2009保護者 ホゴシャ		%		75		父親×男子		66		89.4		89.4		22.7		33.3		72.7		65.2		53		57.6		*		69.7		81.8		45.5		36.4		19.7		9.1		*		4.5		*		25.8		25.8		*

		6954		2009保護者 ホゴシャ		%		75		父親×女子		37		97.3		94.6		27		24.3		62.2		67.6		48.6		73		*		64.9		75.7		48.6		21.6		21.6		0		*		0		*		24.3		18.9		*

		6955		2009保護者 ホゴシャ		%		75		母親×男子		389		96.4		95.6		19.3		30.1		68.1		66.6		54.2		70.7		*		63		85.1		50.6		33.7		15.7		4.4		*		1.5		*		20.1		20.3		*

		6956		2009保護者 ホゴシャ		%		75		母親×女子		407		94.6		92.6		15		24.3		62.7		65.1		56		80.1		*		60		83.5		50.6		32.2		19.9		7.9		*		2		*		20.1		16.5		*

		6957		2009保護者 ホゴシャ		%		75		その他×男子		2		100		100		0		0		0		0		50		100		*		0		100		50		50		0		50		*		0		*		50		50		*

		6958		2009保護者 ホゴシャ		%		75		その他×女子		4		100		100		50		25		75		100		50		50		*		75		100		0		50		0		0		*		0		*		0		0		*

		6959		2009保護者 ホゴシャ		%		75		【所属学科別】																				*														*				*						*

		6960		2009保護者 ホゴシャ		%		75		普通科		747		95.9		94.5		20.1		29.6		65.6		69.5		54.9		72.2		*		66.8		84.2		48.3		32.9		14.3		6.6		*		1.9		*		20.6		17.1		*

		6961		2009保護者 ホゴシャ		%		75		専門学科		135		90.4		88.9		9.6		15.6		57		45.2		51.1		79.3		*		40.7		77.8		51.9		33.3		32.6		4.4		*		3		*		18.5		27.4		*

		6962		2009保護者 ホゴシャ		%		75		総合学科		42		88.1		85.7		2.4		21.4		78.6		59.5		52.4		81		*		40.5		81		66.7		26.2		35.7		2.4		*		0		*		21.4		19		*

		6963		2009保護者 ホゴシャ		%		75		【都道府県】																				*														*				*						*

		6964		2009保護者 ホゴシャ		%		75		北海道		54		88.9		85.2		11.1		9.3		64.8		55.6		33.3		68.5		*		38.9		75.9		42.6		22.2		14.8		3.7		*		1.9		*		18.5		22.2		*

		6965		2009保護者 ホゴシャ		%		75		山形県		103		94.2		94.2		18.4		32		70.9		64.1		35		73.8		*		67		83.5		54.4		33		23.3		8.7		*		2.9		*		21.4		14.6		*

		6966		2009保護者 ホゴシャ		%		75		埼玉県		144		97.2		94.4		22.2		30.6		56.9		49.3		61.1		70.8		*		56.9		81.3		49.3		26.4		20.8		4.2		*		1.4		*		18.8		20.1		*

		6967		2009保護者 ホゴシャ		%		75		東京都		51		96.1		96.1		11.8		25.5		51		51		70.6		80.4		*		66.7		86.3		49		33.3		21.6		13.7		*		0		*		15.7		21.6		*

		6968		2009保護者 ホゴシャ		%		75		石川県		124		94.4		90.3		12.1		23.4		73.4		71.8		63.7		79.8		*		61.3		88.7		58.1		32.3		25.8		3.2		*		0.8		*		20.2		16.9		*

		6969		2009保護者 ホゴシャ		%		75		三重県		75		93.3		93.3		21.3		33.3		60		56		56		76		*		68		84		52		36		17.3		10.7		*		4		*		22.7		17.3		*

		6970		2009保護者 ホゴシャ		%		75		京都府		134		93.3		91.8		28.4		35.8		67.9		72.4		69.4		62.7		*		73.1		77.6		47		37.3		6.7		4.5		*		1.5		*		30.6		19.4		*

		6971		2009保護者 ホゴシャ		%		75		愛媛県		105		96.2		96.2		20		27.6		66.7		75.2		35.2		75.2		*		55.2		79		54.3		41		17.1		9.5		*		2.9		*		21		20		*

		6972		2009保護者 ホゴシャ		%		75		鹿児島県		134		95.5		95.5		8.2		18.7		64.9		78.4		53.7		78.4		*		61.2		89.6		39.6		30.6		15.7		3		*		2.2		*		11.9		18.7		*

		6973		2009保護者 ホゴシャ		%		75		【希望進路別】																				*														*				*						*

		6974		2009保護者 ホゴシャ		%		75		大学・短大進学		771		95.7		94		20.8		30.9		66		69.9		54.7		70.8		*		72.1		83.7		49.8		35.5		16.2		6.7		*		1.7		*		21.3		17.1		*

		6975		2009保護者 ホゴシャ		%		75		専門学校進学		153		89.5		89.5		2.6		8.5		59.5		43.1		51.6		87.6		*		9.8		80.4		49		18.3		26.8		2.6		*		3.3		*		15.7		26.8		*

		6976		2009保護者 ホゴシャ		%		75		就職		0		0		0		0		0		0		0		0		0		*		0		0		0		0		0		0		*		0		*		0		0		*

		6977		2009保護者 ホゴシャ		%		75		留学		0		0		0		0		0		0		0		0		0		*		0		0		0		0		0		0		*		0		*		0		0		*

		6978		2009保護者 ホゴシャ		%		75		その他		0		0		0		0		0		0		0		0		0		*		0		0		0		0		0		0		*		0		*		0		0		*

		6979		2009保護者 ホゴシャ		%		75		子どもが希望するなら何でもいい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		*		0		0		0		0		0		0		*		0		*		0		0		*

		6980		2009保護者 ホゴシャ		%		75		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		*		0		0		0		0		0		0		*		0		*		0		0		*

		6981		2009保護者 ホゴシャ		%		75		【進路について話す頻度別】																				*														*				*						*

		6982		2009保護者 ホゴシャ		%		75		話す・計		839		95		93.6		18.1		27.1		66.3		66		54		74.5		*		62.2		83.3		49		32.3		18		6.1		*		1.8		*		20.5		18.4		*

		6983		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　よく話をする		245		93.5		92.7		17.6		28.6		66.5		62.9		48.6		75.5		*		66.1		84.1		49		22.4		18.8		5.7		*		1.6		*		21.2		18.8		*

		6984		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　たまに話をする		594		95.6		93.9		18.4		26.4		66.2		67.3		56.2		74.1		*		60.6		83		49		36.4		17.7		6.2		*		1.9		*		20.2		18.2		*

		6985		2009保護者 ホゴシャ		%		75		話さない・計		83		91.6		90.4		14.5		27.7		51.8		61.4		55.4		63.9		*		57.8		80.7		56.6		37.3		18.1		6		*		3.6		*		19.3		22.9		*

		6986		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　あまり話さない		75		90.7		89.3		13.3		28		49.3		62.7		54.7		64		*		57.3		81.3		54.7		36		17.3		6.7		*		4		*		20		18.7		*

		6987		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　まったく話さない		8		100		100		25		25		75		50		62.5		62.5		*		62.5		75		75		50		25		0		*		0		*		12.5		62.5		*

		6988		2009保護者 ホゴシャ		%		75		【希望進路や、進学に対する考えの認知別】																				*														*				*						*

		6989		2009保護者 ホゴシャ		%		75		知っている・計		838		95.2		93.7		18.1		27.2		65.4		65.6		53.9		74.3		*		62.3		83.7		48.9		31.9		16.9		6.2		*		1.9		*		19.8		18		*

		6990		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　よく知っている		384		95.1		94.3		18.8		26.3		65.4		65.6		50.3		77.6		*		62.8		86.7		49.7		25.5		18.8		5.5		*		1.6		*		18.8		17.7		*

		6991		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　少し知っている		454		95.4		93.2		17.6		28		65.4		65.6		57		71.6		*		61.9		81.1		48.2		37.2		15.4		6.8		*		2.2		*		20.7		18.3		*

		6992		2009保護者 ホゴシャ		%		75		知らない・計		84		89.3		89.3		14.3		27.4		60.7		64.3		57.1		65.5		*		57.1		77.4		57.1		41.7		27.4		4.8		*		2.4		*		25		25		*

		6993		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　あまり知らない		78		91		91		14.1		28.2		61.5		66.7		57.7		67.9		*		57.7		80.8		56.4		39.7		25.6		5.1		*		2.6		*		25.6		24.4		*

		6994		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　まったく知らない		6		66.7		66.7		16.7		16.7		50		33.3		50		33.3		*		50		33.3		66.7		66.7		50		0		*		0		*		16.7		33.3		*

		6995		2009保護者 ホゴシャ		%		75		【進路に関する悩みや不安の認知】																				*														*				*						*

		6996		2009保護者 ホゴシャ		%		75		知っている・計		662		94.7		93.2		18.1		26.9		64.5		64.7		52.6		75.5		*		63.1		84.4		48.5		30.7		17.7		5.9		*		1.7		*		20.1		17.4		*

		6997		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　よく知っている		200		93.5		90.5		15		25		64		64		50		78.5		*		61.5		86		49.5		24		22		3.5		*		1.5		*		17		18		*

		6998		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　少し知っている		462		95.2		94.4		19.5		27.7		64.7		64.9		53.7		74.2		*		63.9		83.8		48.1		33.5		15.8		6.9		*		1.7		*		21.4		17.1		*

		6999		2009保護者 ホゴシャ		%		75		知らない・計		259		95		93.8		17		27.8		66		68.3		58.3		68.7		*		58.7		79.5		52.9		38.2		18.5		6.6		*		2.7		*		21.2		22.4		*

		7000		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　あまり知らない		247		95.5		94.3		17		27.9		66		70		58.7		69.6		*		59.1		80.6		51.8		38.1		17.8		6.5		*		2.8		*		21.9		22.3		*

		7001		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　まったく知らない		12		83.3		83.3		16.7		25		66.7		33.3		50		50		*		50		58.3		75		41.7		33.3		8.3		*		0		*		8.3		25		*

		7002		2009保護者 ホゴシャ		%		75		【進路の悩みや不安のアドバイス別】																				*														*				*						*

		7003		2009保護者 ホゴシャ		%		75		している・計		715		94.5		93		17.5		27.1		65.2		64.5		53.1		75.5		*		60.8		84.2		49.7		30.6		18		5.7		*		1.4		*		20.4		17.5		*

		7004		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　よくしている		202		92.6		91.1		15.8		27.7		62.9		59.9		54		76.7		*		59.9		83.7		51		24.8		22.8		5.9		*		2		*		17.8		17.8		*

		7005		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　少ししている		513		95.3		93.8		18.1		26.9		66.1		66.3		52.8		75		*		61.2		84.4		49.1		32.9		16.2		5.7		*		1.2		*		21.4		17.3		*

		7006		2009保護者 ホゴシャ		%		75		していない・計		205		95.1		94.6		19		27.8		64.4		69.3		57.6		66.3		*		64.9		79.5		50.2		40		17.6		7.3		*		3.9		*		20.5		22.9		*

		7007		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　あまりしていない		182		95.6		95.1		18.7		29.1		65.9		72		57.1		67.6		*		66.5		83		51.6		40.7		17		7.7		*		4.4		*		19.8		22.5		*

		7008		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　まったくしていない		23		91.3		91.3		21.7		17.4		52.2		47.8		60.9		56.5		*		52.2		52.2		39.1		34.8		21.7		4.3		*		0		*		26.1		26.1		*

		7009		2009保護者 ホゴシャ		%		75		【アドバイスの難しさ別】																				*														*				*						*

		7010		2009保護者 ホゴシャ		%		75		難しい・計		695		94.8		93.8		17.1		26.2		67.3		67.8		57.8		74		*		61.7		84.6		51.9		34.2		19		5.8		*		2		*		20.3		19.6		*

		7011		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　非常に難しい		215		91.6		91.2		18.6		24.7		67		65.6		60		75.8		*		64.7		83.7		51.2		35.8		19.5		6		*		3.7		*		22.3		20		*

		7012		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　やや難しい		480		96.3		95		16.5		26.9		67.5		68.8		56.9		73.1		*		60.4		85		52.3		33.5		18.8		5.6		*		1.3		*		19.4		19.4		*

		7013		2009保護者 ホゴシャ		%		75		難しいとは感じていない		214		95.3		93.5		20.6		30.8		57.5		58.4		42.5		72.9		*		63.1		79		43		29		15.4		7.5		*		1.9		*		22		17.3		*

		7014		2009保護者 ホゴシャ		%		75		その他		8		87.5		75		0		25		62.5		75		50		50		*		50		75		25		12.5		12.5		0		*		0		*		0		0		*

		7015		2009保護者 ホゴシャ		%		75		【働くことについての気がかり別】																				*														*				*						*

		7016		2009保護者 ホゴシャ		%		75		ある		596		95.8		94.6		18.6		28.7		66.8		65.8		55.2		74.5		*		62.2		85.7		50		34.9		18		5.9		*		1.5		*		20.6		19.6		*

		7017		2009保護者 ホゴシャ		%		75		ない		262		95.4		92.4		15.3		25.6		61.5		64.5		55		72.9		*		62.2		80.2		51.5		27.5		19.1		6.9		*		3.1		*		19.5		18.3		*

		7018		2009保護者 ホゴシャ		%		75		子どもが働くことについて考えたことがない		16		81.3		87.5		25		37.5		50		75		43.8		81.3		*		81.3		81.3		31.3		37.5		6.3		6.3		*		0		*		31.3		12.5		*

		7019		2009保護者 ホゴシャ		%		75		【子どもがニートになる不安別】																				*														*				*						*

		7020		2009保護者 ホゴシャ		%		75		なりそう・計		42		83.3		90.5		16.7		31		57.1		45.2		52.4		71.4		*		64.3		81		59.5		47.6		38.1		7.1		*		4.8		*		19		14.3		*

		7021		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　なりそうな兆候を強く感じる		8		75		87.5		12.5		12.5		75		37.5		37.5		50		*		50		62.5		50		25		25		0		*		0		*		12.5		0		*

		7022		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　いつかなりそうな予感がする		34		85.3		91.2		17.6		35.3		52.9		47.1		55.9		76.5		*		67.6		85.3		61.8		52.9		41.2		8.8		*		5.9		*		20.6		17.6		*

		7023		2009保護者 ホゴシャ		%		75		ならない・計		705		96.2		94.5		18.2		27.5		65.7		68.2		55.3		74.6		*		63.5		84.5		50.9		31.9		16.5		6		*		1.1		*		21.3		20.3		*

		7024		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　たぶんならないと思う		564		96.6		94.3		16.1		26.4		66.5		68.8		55		73.6		*		63.3		84		51.2		32.1		15.1		5.1		*		0.9		*		20		18.8		*

		7025		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　ならないと断言できる		141		94.3		95		26.2		31.9		62.4		66		56.7		78.7		*		64.5		86.5		49.6		31.2		22		9.2		*		2.1		*		26.2		26.2		*

		7026		2009保護者 ホゴシャ		%		75		よくわからない		138		96.4		93.5		16.7		27.5		67.4		61.6		55.8		71.7		*		58.7		81.9		43.5		32.6		18.1		8		*		4.3		*		16.7		13.8		*

		7027		2009保護者 ホゴシャ		%		75		【未来社会の好ましさ別】																				*														*				*						*

		7028		2009保護者 ホゴシャ		%		75		好ましい・計		101		99		100		19.8		31.7		55.4		66.3		48.5		69.3		*		72.3		88.1		36.6		28.7		18.8		7.9		*		4		*		20.8		22.8		*

		7029		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　とても好ましい社会だ		5		100		100		40		20		40		60		40		60		*		80		80		20		0		40		20		*		20		*		40		40		*

		7030		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　まあまあ好ましい社会だ		96		99		100		18.8		32.3		56.3		66.7		49		69.8		*		71.9		88.5		37.5		30.2		17.7		7.3		*		3.1		*		19.8		21.9		*

		7031		2009保護者 ホゴシャ		%		75		好ましくない・計		757		95.4		93.7		18		27.3		67.1		66.6		56.4		74.5		*		61.8		83.8		53.1		34.2		18.5		6.2		*		1.7		*		21.3		19.2		*

		7032		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　あまり好ましい社会ではない		624		96.3		94.6		19.1		27.7		66.7		67.1		56.1		74.4		*		62.8		84.6		52.2		33.5		17.6		5.9		*		1.6		*		19.9		18.9		*

		7033		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　非常に好ましくない社会だ		133		91		89.5		12.8		25.6		69.2		63.9		57.9		75.2		*		57.1		79.7		57.1		37.6		22.6		7.5		*		2.3		*		27.8		20.3		*

		7034		2009保護者 ホゴシャ		%		75		【仕事内容、楽しさについて話す状況別】																				*														*				*						*

		7035		2009保護者 ホゴシャ		%		75		話す・計		630		94.4		93.3		17.8		29		64.6		64.3		54		74.8		*		62.7		84.6		50.6		30.5		18.4		6		*		1.3		*		20.5		18.9		*

		7036		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　よく話す		167		92.2		89.2		16.2		23.4		64.1		65.9		55.7		71.9		*		61.1		84.4		50.9		29.3		20.4		8.4		*		2.4		*		19.2		17.4		*

		7037		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　時々話す		463		95.2		94.8		18.4		31.1		64.8		63.7		53.3		75.8		*		63.3		84.7		50.5		30.9		17.7		5.2		*		0.9		*		21		19.4		*

		7038		2009保護者 ホゴシャ		%		75		話さない・計		269		97		94.8		17.8		24.5		65.4		68.4		56.9		71		*		62.5		81		50.2		37.9		17.1		6.7		*		3.7		*		21.6		19		*

		7039		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　ほとんど話さない		261		96.9		94.6		17.2		24.9		64.8		67.8		56.7		70.9		*		62.5		80.8		50.6		36.8		16.5		6.9		*		3.8		*		22.2		18.4		*

		7040		2009保護者 ホゴシャ		%		75		　まったく話さない		8		100		100		37.5		12.5		87.5		87.5		62.5		75		*		62.5		87.5		37.5		75		37.5		0		*		0		*		0		37.5
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		300		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%								個性や能力を生かせる学校に進学してほしい		やりたいことができる学校に進学してほしい		できるだけ難易度が高い大学に進学してほしい		できるだけ知名度の高い大学に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		資格を取得できる学校に進学してほしい		就職率が高い学校に進学してほしい		専門学校より大学・短大に進学してほしい		役立つような知識を身につけられる学校に進学		費用がかからないよう受験校数は少なくして		とりあえず進学しその後見つけてくれればいい		苦労せず入学できるような学校に行ってほしい		可能ならば、海外の大学に留学させたい		お金の負担がかからない進学をしてほしい		申し訳ないが進学はあきらめてほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		評価の低い学校なら進学しないほうがいい		評価の低い大学なら専門学校のほうがいい		将来は地元で働いてほしい

		301		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%								Ｑ１２－Ａ．本人の個性や能力を生かせる学校に進学してほしい		Ｑ１２－Ｂ．本人のやりたいことができる学校に進学してほしい		Ｑ１２－Ｃ．できるだけ難易度が高い大学に進学してほしい		Ｑ１２－Ｄ．できるだけ知名度の高い大学に進学してほしい		Ｑ１２－Ｅ．できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		Ｑ１２－Ｆ．経済的な事情からも国公立の学校に進学してほしい		Ｑ１２－Ｇ．仕送りは難しいので地元の学校に進学してほしい		Ｑ１２－Ｈ．資格を取得できる学校に進学してほしい		*		Ｑ１２－Ｉ．同じことを学ぶなら、専門学校より大学・短大に進学してほしい		Ｑ１２－Ｊ．社会で役立つような知識・技術を身につけられる学校に進学してほしい		Ｑ１２－Ｋ．受験費用があまりかからないよう、できるだけ受験校数は少なくしてほしい		Ｑ１２－Ｌ．やりたいことがないのならとりあえず進学し、その後見つけてくれればいい		Ｑ１２－Ｍ．受験であまり苦労せずに入学できるような学校に行ってほしい		Ｑ１２－Ｎ．日本にいい大学がないなら海外の大学に留学するのもいい		*		Ｑ１２－Ｏ．家計が苦しいので申しわけないが進学はあきらめてほしい		*		Ｑ１２－Ｐ．評価の低い学校なら進学しないほうがいい		Ｑ１２－Ｑ．評価の低い大学なら専門学校のほうがいい		*

		302		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%						調査数		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		*		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		Ｐ計		*		Ｐ計		*		Ｐ計		Ｐ計		*

		303		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				全体		987		97.8		96.9		19.3		29.5		68.2		63.3		47.6		73.5		*		66.4		84.3		45.1		30		16.1		7.9		*		1.6		*		29		21.9		*

		304		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%		Ｑ８		大学・短大進学		835		98.3		97.7		21.8		32.5		69.1		66.9		46		71.6		*		76.2		83.7		44.3		32.8		14.4		8.7		*		1.1		*		30.3		19.9		*

		305		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				専門学校進学		152		94.7		92.1		5.3		13.2		63.2		43.4		56.6		83.6		*		12.5		87.5		49.3		14.5		25.7		3.3		*		4.6		*		21.7		32.9		*

		306		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				就職		0																		*														*				*						*

		307		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				留学		0																		*														*				*						*

		308		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				その他		0																		*														*				*						*

		309		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				子どもが希望する進路なら何でもいい		0																		*														*				*						*

		310		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%		Ｑ１		よく話をする		280		98.6		98.2		27.5		38.9		70		63.6		48.2		73.9		*		71.1		84.6		44.6		28.6		12.5		8.9		*		0.7		*		30.4		21.4		*

		311		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				たまに話をする		634		97.5		96.7		16.2		25.7		68		63.1		47.6		73.3		*		65.5		84.5		45.4		30.3		17.2		7.7		*		1.7		*		28.9		21.9		*

		312		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				あまり話さない		70		97.1		92.9		14.3		27.1		64.3		65.7		45.7		72.9		*		58.6		80		42.9		32.9		18.6		5.7		*		4.3		*		24.3		21.4		*

		313		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				まったく話さない		2		100		100		0		0		50		50		50		100		*		0		100		50		50		50		0		*		0		*		50		100		*

		314		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%		Ｑ２		よく知っている		459		97.4		97.4		21.8		32.2		70.2		63.2		43.6		74.1		*		66.2		85.6		43.6		26.6		11.8		7.8		*		0.9		*		27		20.7		*

		315		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				少し知っている		460		97.8		97		16.7		27.4		66.3		62.6		51.7		73.5		*		66.1		82.8		46.5		31.7		20.4		8.5		*		2.4		*		30.7		21.7		*

		316		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				あまり知らない		64		100		92.2		20.3		25		68.8		71.9		46.9		70.3		*		70.3		84.4		45.3		40.6		15.6		4.7		*		1.6		*		32.8		31.3		*

		317		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				まったく知らない		2		100		100		0		50		50		50		50		50		*		50		100		0		100		0		0		*		0		*		0		50		*

		318		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%		Ｑ３		よく知っている		245		97.6		98		23.7		33.9		68.2		62		44.1		75.1		*		66.1		84.1		42.9		28.6		15.5		9		*		0.8		*		27.3		20.4		*

		319		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				少し知っている		503		97.8		97.6		17.5		27.2		68.6		64.4		51.7		74.4		*		67.4		85.3		46.9		29.6		14.7		7.6		*		2.2		*		29		22.5		*

		320		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				あまり知らない		225		97.8		93.8		18.7		30.2		68.9		63.6		43.6		70.7		*		64.4		82.7		44		30.7		19.6		7.6		*		1.3		*		30.7		21.8		*

		321		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%				まったく知らない		7		100		100		0		14.3		71.4		57.1		42.9		71.4		*		57.1		71.4		28.6		71.4		14.3		0		*		0		*		42.9		42.9		*

		322		2007保護者進路 ホゴシャシンロ		%
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														個性や能力を生かせる学校に進学してほしい		やりたいことができる学校に進学してほしい		できるだけ難易度が高い大学に進学してほしい		できるだけ知名度の高い大学に進学してほしい		できるだけ学費の安い学校に進学してほしい		できるだけ国公立の学校に進学してほしい		できるだけ地元の学校に進学してほしい		資格を取得できる学校に進学してほしい		就職率が高い学校に進学してほしい		専門学校より大学・短大に進学してほしい		役立つような知識を身につけられる学校に進学		費用がかからないよう受験校数は少なくして		とりあえず進学しその後見つけてくれればいい		苦労せず入学できるような学校に行ってほしい		可能ならば、海外の大学に留学させたい		お金の負担がかからない進学をしてほしい		申し訳ないが進学はあきらめてほしい		奨学金制度を活用して進学してほしい		評価の低い学校なら進学しないほうがいい		評価の低い大学なら専門学校のほうがいい		将来は地元で働いてほしい

		638		2005保護者 ホゴシャ		%		8		Ｑ９．進学に関する考え方				Ｑ９．進学に関する考え方／Ａ．本人の個性や能力を生かせる学校に進学してほしい		Ｑ９．進学に関する考え方／Ｂ．本人のやりたいことができる学校に進学してほしい		Ｑ９．進学に関する考え方／Ｃ．できるだけ難易度が高い大学に進学してほしい		Ｑ９．進学に関する考え方／Ｄ．できるだけ地名度の高い大学に進学してほしい		Ｑ９．進学に関する考え方／Ｅ．できるだけ学費の安い大学に進学してほしい		Ｑ９．進学に関する考え方／Ｆ．経済的な事情からも国公立の学校に進学してほしい		Ｑ９．進学に関する考え方／Ｇ．仕送りは難しいので地元の学校に進学してほしい		Ｑ９．進学に関する考え方／Ｈ．資格を取得できる学校に進学してほしい		*		Ｑ９．進学に関する考え方／Ｉ．同じことを学ぶなら専門学校より大学・短大に進学してほしい		Ｑ９．進学に関する考え方／Ｊ．社会で役立つような知識・技術が身につく学校に進学したい		Ｑ９．進学に関する考え方／Ｋ．受験費用がかからないよう受験佼数は少なくしてほしい		Ｑ９．進学に関する考え方／Ｌ．やりたいことがないのなら進学しその後見つければいい		Ｑ９．進学に関する考え方／Ｍ．受験であまり苦労せずに入学できるような学校に行ってほしい		Ｑ９．進学に関する考え方／Ｎ．日本にいい大学がないなら海外の大学に留学するのもいい		*		Ｑ９．進学に関する考え方／Ｏ．家計が苦しいので申し訳ないが進学は諦めてほしい		*		Ｑ９．進学に関する考え方／Ｐ．評価の低い学校なら進学しないほうがいい		Ｑ９．進学に関する考え方／Ｑ．評価の低い大学なら専門学校のほうがいい		*

		639		2005保護者 ホゴシャ		%		8				調査数		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		*		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		そう思う・計		*		そう思う・計		*		そう思う・計		そう思う・計		*

		640		2005保護者 ホゴシャ		%		8		全体		1371		95.6		95.8		15.8		29.2		70.3		64.7		50.5		78.3		*		60.6		84.6		51.3		28		20.1		11.4		*		2		*		25.2		26.6		*

		641		2005保護者 ホゴシャ		%		8		【続柄】																				*														*				*						*

		642		2005保護者 ホゴシャ		%		8		父親		202		94.6		96		20.8		34.2		74.3		66.8		46.5		73.8		*		64.9		84.2		51.5		29.2		20.8		13.4		*		4		*		30.2		24.8		*

		643		2005保護者 ホゴシャ		%		8		母親		1135		96.2		96.2		14.7		28.5		70		64.7		51.5		79.4		*		60.4		85		51.3		28.1		20.3		10.8		*		1.8		*		24.6		26.9		*

		644		2005保護者 ホゴシャ		%		8		その他		14		100		100		35.7		35.7		64.3		50		42.9		100		*		57.1		100		64.3		14.3		21.4		21.4		*		0		*		28.6		42.9		*

		645		2005保護者 ホゴシャ		%		8		【性別】																				*														*				*						*

		646		2005保護者 ホゴシャ		%		8		子どもが男		711		95.6		95.4		17.2		30.8		69.2		65.8		46.1		75.4		*		61.7		84.5		50.9		30.4		20.3		10.7		*		1.7		*		24.2		26		*

		647		2005保護者 ホゴシャ		%		8		子どもが女		640		96.3		97		14.7		28.3		71.7		63.8		55.5		82.5		*		60.3		85.5		52		25.8		20.5		12.2		*		2.3		*		27		27.8		*

		648		2005保護者 ホゴシャ		%		8		【続柄×性別】																				*														*				*						*

		649		2005保護者 ホゴシャ		%		8		父親　　子どもが男		120		95		96.7		20		30.8		76.7		69.2		41.7		71.7		*		62.5		85		52.5		27.5		22.5		11.7		*		3.3		*		28.3		22.5		*

		650		2005保護者 ホゴシャ		%		8		　　　　子どもが女		82		93.9		95.1		22		39		70.7		63.4		53.7		76.8		*		68.3		82.9		50		31.7		18.3		15.9		*		4.9		*		32.9		28		*

		651		2005保護者 ホゴシャ		%		8		母親　　子どもが男		580		95.7		95		16.2		30.5		67.6		65.2		46.9		75.7		*		61.7		84.1		50.2		31.2		19.7		10.3		*		1.4		*		23.1		26.4		*

		652		2005保護者 ホゴシャ		%		8		　　　　子どもが女		551		96.7		97.5		13.2		26.5		72.4		64.1		56.1		83.3		*		59.2		86		52.5		24.9		20.9		11.4		*		2		*		26.3		27.6		*

		653		2005保護者 ホゴシャ		%		8		その他　子どもが男		9		100		100		33.3		33.3		77.8		55.6		55.6		100		*		44.4		100		77.8		11.1		22.2		22.2		*		0		*		33.3		44.4		*

		654		2005保護者 ホゴシャ		%		8		　　　　子どもが女		5		100		100		40		40		40		40		20		100		*		80		100		40		20		20		20		*		0		*		20		40		*

		655		2005保護者 ホゴシャ		%		8		【所属している学科】																				*														*				*						*

		656		2005保護者 ホゴシャ		%		8		普通科		1010		95.8		96.1		19.2		33.3		71.6		68.6		48.1		76.3		*		66.3		83.8		51.1		28.5		18		12.7		*		2		*		26		25.3		*

		657		2005保護者 ホゴシャ		%		8		専門学科		255		96.9		95.7		6.3		20		68.6		53.7		56.5		86.3		*		46.3		87.1		52.2		30.6		30.2		7.1		*		2.4		*		24.3		32.9		*

		658		2005保護者 ホゴシャ		%		8		総合学科		82		95.1		98.8		7.3		17.1		65.9		53.7		63.4		85.4		*		43.9		92.7		52.4		17.1		18.3		9.8		*		2.4		*		24.4		28		*

		659		2005保護者 ホゴシャ		%		8		【高校卒業後の希望進路】																				*														*				*						*

		660		2005保護者 ホゴシャ		%		8		大学・短大進学		1101		96.1		96.1		18.3		33.2		71.4		68.8		48.1		77.2		*		70.8		84		51		30.2		19		12.4		*		1.4		*		25.5		23.3		*

		661		2005保護者 ホゴシャ		%		8		専門学校進学		270		93.7		94.8		5.6		13		65.9		48.1		60.4		83		*		19.3		87		52.2		18.9		24.8		7		*		4.8		*		24.1		40.4		*

		662		2005保護者 ホゴシャ		%		8		就職		0		0		0		0		0		0		0		0		0		*		0		0		0		0		0		0		*		0		*		0		0		*

		663		2005保護者 ホゴシャ		%		8		留学		0		0		0		0		0		0		0		0		0		*		0		0		0		0		0		0		*		0		*		0		0		*

		664		2005保護者 ホゴシャ		%		8		その他		0		0		0		0		0		0		0		0		0		*		0		0		0		0		0		0		*		0		*		0		0		*

		665		2005保護者 ホゴシャ		%		8		子どもが希望する進路なら																				*														*				*						*

		666		2005保護者 ホゴシャ		%		8		　　　　　　　　　　何でもいい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		*		0		0		0		0		0		0		*		0		*		0		0		*

		667		2005保護者 ホゴシャ		%		8		【高校の所在地】																				*														*				*						*

		668		2005保護者 ホゴシャ		%		8		北海道		77		96.1		97.4		5.2		14.3		63.6		44.2		22.1		74		*		48.1		85.7		45.5		22.1		20.8		6.5		*		2.6		*		18.2		22.1		*

		669		2005保護者 ホゴシャ		%		8		青森		125		92		98.4		6.4		16.8		67.2		61.6		41.6		88.8		*		52		88.8		46.4		30.4		23.2		8.8		*		3.2		*		24.8		28		*

		670		2005保護者 ホゴシャ		%		8		群馬		137		98.5		96.4		21.9		30.7		71.5		75.2		43.1		77.4		*		65.7		87.6		42.3		24.8		17.5		11.7		*		1.5		*		24.1		21.2		*

		671		2005保護者 ホゴシャ		%		8		東京		124		95.2		95.2		7.3		22.6		52.4		37.1		64.5		77.4		*		62.9		77.4		45.2		41.1		31.5		12.1		*		1.6		*		19.4		22.6		*

		672		2005保護者 ホゴシャ		%		8		山梨		128		95.3		95.3		14.8		25		76.6		76.6		46.1		75.8		*		58.6		85.9		51.6		21.9		20.3		12.5		*		1.6		*		21.1		20.3		*

		673		2005保護者 ホゴシャ		%		8		福井		116		94		93.1		19.8		33.6		72.4		60.3		31.9		76.7		*		57.8		80.2		53.4		19		22.4		14.7		*		4.3		*		31		31		*

		674		2005保護者 ホゴシャ		%		8		愛知		103		94.2		95.1		22.3		36.9		70.9		58.3		75.7		68		*		71.8		77.7		55.3		42.7		27.2		10.7		*		0		*		31.1		22.3		*

		675		2005保護者 ホゴシャ		%		8		奈良		111		94.6		96.4		15.3		36		69.4		59.5		73.9		82.9		*		71.2		85.6		61.3		26.1		18		13.5		*		0.9		*		17.1		20.7		*

		676		2005保護者 ホゴシャ		%		8		岡山		134		97.8		99.3		16.4		27.6		78.4		75.4		61.2		79.9		*		63.4		87.3		58.2		32.8		14.2		9.7		*		1.5		*		23.9		26.9		*

		677		2005保護者 ホゴシャ		%		8		佐賀		159		95		93.7		20.1		37.7		74.2		81.1		49.1		83		*		61		89.3		56.6		20.1		17.6		9.4		*		2.5		*		26.4		35.2		*

		678		2005保護者 ホゴシャ		%		8		大分		157		98.1		94.9		18.5		33.8		72		65.6		43.9		74.5		*		53.5		82.8		47.8		28.7		13.4		14		*		2.5		*		35.7		35.7		*

		679		2005保護者 ホゴシャ		%		8		【進路について話す頻度】																				*														*				*						*

		680		2005保護者 ホゴシャ		%		8		よく話をする		379		97.1		96		20.3		33.5		69.7		65.7		47.8		79.7		*		65.2		87.6		48.8		24.3		19		14		*		2.1		*		24.8		26.9		*

		681		2005保護者 ホゴシャ		%		8		たまに話をする		869		95.4		95.7		13.8		27.3		70.4		64.1		51.1		78.6		*		59.3		84.9		53		28.2		18.8		10.1		*		1.8		*		25.1		26.6		*

		682		2005保護者 ホゴシャ		%		8		あまり話さない		108		91.7		95.4		14.8		30.6		72.2		66.7		53.7		70.4		*		53.7		75		50		38.9		34.3		10.2		*		2.8		*		25		24.1		*

		683		2005保護者 ホゴシャ		%		8		まったく話さない		13		100		100		23.1		23.1		61.5		53.8		69.2		92.3		*		76.9		61.5		15.4		23.1		30.8		15.4		*		7.7		*		38.5		30.8		*

		684		2005保護者 ホゴシャ		%		8		【希望進路・																				*														*				*						*

		685		2005保護者 ホゴシャ		%		8		　　　進路に対する考えの認知】																				*														*				*						*

		686		2005保護者 ホゴシャ		%		8		よく知っている		606		96.7		96		17.7		32		69.5		65.7		47.9		80.2		*		62.9		87		49		23.3		18.5		11.4		*		2		*		25.6		26.7		*

		687		2005保護者 ホゴシャ		%		8		少し知っている		661		95.8		96.1		13.9		26.5		71.6		63.7		51.9		78.2		*		58.4		83.7		53.3		30.7		20.1		11.8		*		2.1		*		24.4		26		*

		688		2005保護者 ホゴシャ		%		8		あまり知らない		92		87		92.4		15.2		31.5		66.3		65.2		55.4		67.4		*		60.9		77.2		53.3		38		30.4		4.3		*		1.1		*		27.2		28.3		*

		689		2005保護者 ホゴシャ		%		8		まったく知らない		7		100		100		14.3		14.3		85.7		57.1		71.4		85.7		*		57.1		71.4		42.9		28.6		28.6		28.6		*		14.3		*		42.9		42.9		*

		690		2005保護者 ホゴシャ		%		8		【進路選択の悩みや不安の認知】																				*														*				*						*

		691		2005保護者 ホゴシャ		%		8		よく知っている		329		97		96		19.1		31.9		68.4		66		47.7		79.9		*		65.7		87.8		47.1		27.7		21		10.9		*		2.4		*		25.8		28.6		*

		692		2005保護者 ホゴシャ		%		8		少し知っている		669		96.1		96.7		14.3		28.1		72.2		65.6		52.8		79.8		*		59.8		84.9		54.7		25.7		17.8		11.8		*		2.2		*		25.6		26.3		*

		693		2005保護者 ホゴシャ		%		8		あまり知らない		328		93		93.9		14.9		30.2		68.9		62.5		48.5		75		*		59.8		82.3		48.2		31.7		22.9		9.8		*		0.9		*		22.9		24.4		*

		694		2005保護者 ホゴシャ		%		8		まったく知らない		33		100		97		18.2		21.2		75.8		60.6		48.5		69.7		*		42.4		72.7		51.5		33.3		27.3		15.2		*		6.1		*		33.3		33.3		*

		695		2005保護者 ホゴシャ		%		8		【進路の悩みや																				*														*				*						*

		696		2005保護者 ホゴシャ		%		8		不安のアドバイスに対する考え】																				*														*				*						*

		697		2005保護者 ホゴシャ		%		8		よくしている		348		97.7		97.1		15.8		31.9		68.7		62.1		49.7		82.8		*		64.9		88.2		51.7		25.9		20.4		10.1		*		2.9		*		28.4		30.2		*

		698		2005保護者 ホゴシャ		%		8		少ししている		710		95.2		96.5		15.5		28.6		70.1		65.5		51.7		78.3		*		59.6		84.9		51.1		27.3		18.5		12		*		1.5		*		23.4		25.5		*

		699		2005保護者 ホゴシャ		%		8		あまりしていない		251		94		92.4		15.9		27.9		72.9		66.1		47.8		74.1		*		59.4		81.7		51.8		31.5		21.5		10		*		1.6		*		25.1		23.5		*

		700		2005保護者 ホゴシャ		%		8		まったくしていない		50		94		94		16		24		72		64		52		68		*		48		70		44		30		34		14		*		6		*		28		32		*

		701		2005保護者 ホゴシャ		%		8		【アドバイスの難しさ】																				*														*				*						*

		702		2005保護者 ホゴシャ		%		8		非常に難しい		271		94.5		94.1		15.1		32.5		74.9		73.8		55		77.5		*		62		83		55.4		29.9		19.6		11.1		*		3.3		*		28.4		32.1		*

		703		2005保護者 ホゴシャ		%		8		やや難しい		706		95.9		96.2		16.6		28.8		71.7		64		49.9		79		*		62.7		86.1		52		28.3		20.4		11.5		*		2		*		23.8		23.9		*

		704		2005保護者 ホゴシャ		%		8		難しいとは感じていない		381		95.8		96.3		14.4		27.6		64.6		59.1		48.6		77.7		*		55.9		82.9		47.5		26.2		20.7		10.8		*		1.3		*		25.5		27.6		*

		705		2005保護者 ホゴシャ		%		8		その他		3		100		100		0		0		100		100		100		66.7		*		33.3		100		66.7		0		0		0		*		0		*		66.7		33.3		*

		706		2005保護者 ホゴシャ		%		8		【働くことについての																				*														*				*						*

		707		2005保護者 ホゴシャ		%		8		　　　　　　　　気がかりな点】																				*														*				*						*

		708		2005保護者 ホゴシャ		%		8		ある		837		97.3		97.5		16.6		31.4		72		66.7		52.7		79.2		*		63.1		88.4		54.5		29.5		21.7		12.7		*		2.4		*		26.9		28.4		*

		709		2005保護者 ホゴシャ		%		8		ない		481		95.2		95		14.8		25.8		69.9		63.2		48.9		78.8		*		57.8		81.3		48		25.8		17.9		9.6		*		1.7		*		23.5		25.2		*

		710		2005保護者 ホゴシャ		%		8		子どもが働くことについて																				*														*				*						*

		711		2005保護者 ホゴシャ		%		8		　　　　　　　　考えた事がない		21		85.7		95.2		14.3		23.8		57.1		57.1		38.1		71.4		*		57.1		61.9		19		23.8		4.8		9.5		*		0		*		14.3		9.5		*

		712		2005保護者 ホゴシャ		%		8		【ニートに対しての不安点】																				*														*				*						*

		713		2005保護者 ホゴシャ		%		8		なりそうな兆候を強く感じる		13		92.3		92.3		23.1		38.5		76.9		69.2		46.2		76.9		*		61.5		76.9		53.8		46.2		61.5		23.1		*		15.4		*		30.8		23.1		*

		714		2005保護者 ホゴシャ		%		8		いつかなりそうな予感がする		32		93.8		100		34.4		37.5		62.5		65.6		62.5		84.4		*		68.8		87.5		50		28.1		25		12.5		*		9.4		*		25		31.3		*

		715		2005保護者 ホゴシャ		%		8		たぶんならないと思う		842		97.1		96.9		15.6		29.2		70.9		65		48.5		78.9		*		61.6		86.3		51.1		28.4		19.5		10.3		*		1.4		*		25.7		27		*

		716		2005保護者 ホゴシャ		%		8		ならないと断言できる		284		94.7		95.4		17.3		29.6		67.3		65.1		49.6		82		*		64.1		85.6		51.1		25		18.7		14.1		*		1.8		*		28.2		27.5		*

		717		2005保護者 ホゴシャ		%		8		よくわからない		127		94.5		93.7		14.2		28.3		76.4		65.4		60.6		73.2		*		49.6		79.5		55.1		32.3		22		13.4		*		4.7		*		19.7		23.6		*

		718		2005保護者 ホゴシャ		%		8		【これからの社会について】																				*														*				*						*

		719		2005保護者 ホゴシャ		%		8		とても好ましい社会だ		5		80		80		60		80		60		40		0		60		*		60		80		40		20		40		20		*		0		*		40		0		*

		720		2005保護者 ホゴシャ		%		8		まあまあ好ましい社会だ		230		96.5		96.5		21.7		32.2		69.1		58.7		49.6		77		*		63.9		83.5		43.9		29.1		20.9		12.2		*		3.5		*		21.7		20.9		*

		721		2005保護者 ホゴシャ		%		8		あまり好ましい社会ではない		864		96.6		96.4		14.6		28.2		71.1		67.2		51.2		80.3		*		61.6		87.2		54.9		28.4		20.3		11.5		*		1.4		*		25.5		28		*

		722		2005保護者 ホゴシャ		%		8		非常に好ましくない社会だ		123		95.9		96.7		19.5		35		76.4		68.3		50.4		77.2		*		58.5		86.2		55.3		28.5		17.9		13.8		*		4.9		*		36.6		33.3		*

		723		2005保護者 ホゴシャ		%		8		【仕事の具体的内容、																				*														*				*						*

		724		2005保護者 ホゴシャ		%		8		　　　楽しさや大変さについて】																				*														*				*						*

		725		2005保護者 ホゴシャ		%		8		よく話す		272		97.1		97.1		15.8		30.5		70.2		64.3		51.8		84.6		*		61.8		87.1		46.7		31.6		19.5		12.1		*		3.7		*		29.4		33.5		*

		726		2005保護者 ホゴシャ		%		8		時々話す		720		96.3		96.1		16		28.1		70.3		64.4		50.4		77.9		*		58.9		86.9		52.4		26.5		19		11.1		*		1.5		*		22.8		24		*

		727		2005保護者 ホゴシャ		%		8		ほとんど話さない		304		96.1		95.7		16.8		31.3		72.4		68.4		49		77.3		*		65.5		81.3		53.3		28		21.4		11.2		*		1.6		*		29.3		28.6		*

		728		2005保護者 ホゴシャ		%		8		まったく話さない		26		84.6		96.2		19.2		34.6		53.8		53.8		61.5		73.1		*		65.4		76.9		57.7		50		38.5		15.4		*		7.7		*		38.5		38.5		*
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■貸与型奨学金制度を「利用してほしい・したい」と回答した
保護者は41％、高校生は32％。

・保護者 「利用してほしい」(40.9％) ＞ 「利用してほしくない」(31.0％)
・高校生 「利用したい」(32.0％) ＞ 「利用したくない」(20.1％)

・前回に比べると、保護者・高校生ともに「利用してほしい・したい」スコアは減少してい
る。

【保護者・高校生】貸与型奨学金制度の利用意向について

6

【保護者】時系列 貸与型の奨学金制度の利用意向（全体／単一回答）

（％） 利用してほしい・計 利用してほしくない・計

ぜひ利用してほ

しい

できれば利用し

てほしい

あまり利用してほ

しくない

まったく利用して

ほしくない

考えたことがない

のでわからない
無回答

●凡例

2017年 全体 (n= 1722 ) 40.9 31.0

2015年 全体 (n= 1584 ) 48.5 21.1

利用して

ほしい・

計

利用して

ほしくな

い・計

13.8

15.9

27.1

32.6

23.6

16.5

7.4

4.6

23.6

25.9

4.5

4.5

【高校生】時系列 貸与型奨学金制度の利用意向（全体／単一回答）

（％） 利用したい・計 利用したくない・計

ぜひ

利用したい

できれば

利用したい

あまり

利用したくない

まったく

利用したくない

考えたことがない

のでわからない
無回答

●凡例

2017年 全体 (n= 1987 ) 32.0 20.1

2015年 全体 (n= 1887 ) 36.0 17.9

利用した

い・計

利用した

くない・

計

9.0

11.4

22.9

24.6

15.6

13.5

4.5

4.4

46.2

42.6

1.8

3.4


属性別

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6				7		8		9

																												利用してほしい・計				利用してほしくない・計

																												ぜひ利用してほしい		できれば利用してほしい		あまり利用してほしくない		まったく利用してほしくない		考えたことがないのでわからない		無回答				利用してほしい・計		利用してほしくない・計		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0						2017年 ネン		全体 ゼンタイ				Q11SQ1. 貸与型の奨学金制度の利用意向<全ベース>

				6		8127		保護者		%		0								2017年 ネン		全体 ゼンタイ				調査数		ぜひ利用してほしい		できれば利用してほしい		あまり利用してほしくない		まったく利用してほしくない		考えたことがないのでわからない		無回答				利用してほしい・計		利用してほしくない・計		加重平均値

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2017		7		8128		保護者		%		0		全体		●				2017年 ネン		全体 ゼンタイ				1722		13.8		27.1		23.6		7.4		23.6		4.5				40.9		31.0		2.66

		2017		9		8130		保護者		%		《続柄別》		父親		●				続柄別 ゾクガラベツ		父親 チチオヤ				220		15.0		29.1		22.7		7.3		21.8		4.1				44.1		30.0		2.7

		2017		10		8131		保護者		%				母親		●						母親 ハハオヤ				1449		13.7		26.9		24.2		7.3		24.2		3.8				40.6		31.5		2.65

		2017		11		8132		保護者		%				その他		×						その他				13		15.4		23.1		7.7		―		46.2		7.7				38.5		7.7		3.17

		2017		13		8134		保護者		%		《子どもの性別》		男子		●				子ども
性別 コセイベツ		男子 ダンシ				891		12.9		27.8		24.6		7.3		23.0		4.4				40.7		31.9		2.64

		2017		14		8135		保護者		%				女子		●						女子 ジョシ				787		15.0		26.3		23.1		7.4		25.0		3.2				41.3		30.5		2.68

		2017		16		8137		保護者		%		《続柄×子どもの性別》		父親×男子		●				続柄×
子ども
性別 ゾクガラコセイベツ		父親×男子				139		12.2		30.9		25.2		7.9		19.4		4.3				43.2		33.1		2.62

		2017		17		8138		保護者		%				父親×女子		●						父親×女子				80		20.0		26.3		18.8		6.3		25.0		3.8				46.3		25.0		2.84

		2017		18		8139		保護者		%				母親×男子		●						母親×男子				742		13.1		27.2		24.8		7.3		23.3		4.3				40.3		32.1		2.64

		2017		19		8140		保護者		%				母親×女子		●						母親×女子				703		14.4		26.5		23.6		7.4		25.0		3.1				40.8		31.0		2.67

		2017		20		8141		保護者		%				その他×男子		×						その他×男子				10		10.0		30.0		―		―		50.0		10.0				40.0		―		3.25

		2017		21		8142		保護者		%				その他×女子		×						その他×女子				3		33.3		―		33.3		―		33.3		―				33.3		33.3		3

		2017		23		8144		保護者		%		《所属学科別》		普通科		●				学科別 ガッカベツ		普通科				1304		13.4		27.9		25.7		8.2		21.9		2.8				41.3		33.9		2.62

		2017		24		8145		保護者		%				専門学科		●						専門学科				350		14.6		24.9		15.1		4.9		29.1		11.4				39.4		20.0		2.83

		2017		25		8146		保護者		%				総合学科		●						総合学科				68		16.2		23.5		26.5		4.4		27.9		1.5				39.7		30.9		2.73

		2017		26		8147		保護者		%		総合学科		《都道府県別》		×				都道府県
別 トドウフケンベツ		北海道				0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		27		8148		保護者		%				北海道		×						青森県				205		15.6		26.3		22.9		4.9		22.9		7.3				42.0		27.8		2.76

		2017		28		8149		保護者		%				岩手県・福島県		×						茨城県				170		10.0		27.6		26.5		11.2		22.9		1.8				37.6		37.6		2.48

		2017		29		8150		保護者		%				岩手県		×						東京都				77		7.8		31.2		24.7		10.4		23.4		2.6				39.0		35.1		2.49

		2017		30		8151		保護者		%				福島県		×						新潟県				93		11.8		24.7		28.0		11.8		22.6		1.1				36.6		39.8		2.48

		2017		31		8152		保護者		%				群馬県		×						愛知県				207		8.7		29.5		25.6		5.8		26.6		3.9				38.2		31.4		2.59

		2017		32		8153		保護者		%				東京都		×						大阪府				162		8.0		25.9		24.7		12.3		28.4		0.6				34.0		37.0		2.42

		2017		33		8154		保護者		%				長野県		×						鳥取県				143		16.1		27.3		19.6		11.2		19.6		6.3				43.4		30.8		2.65

		2017		34		8155		保護者		%				岐阜県		×						佐賀県				224		10.3		29.9		32.1		6.3		20.5		0.9				40.2		38.4		2.56

		2017		41		8162		保護者		%		《高校タイプ別》		大短進学率95％以上		●				大短
進学率別 オオタンシンガクリツベツ		95%以上 イジョウ				378		7.9		26.5		28.6		14.8		21.2		1.1				34.4		43.4		2.35

		2017		42		8163		保護者		%				大短進学率70～95％未満		●						70～95%未満 ミマン				640		13.3		27.7		27.5		6.9		22.3		2.3				40.9		34.4		2.63

		2017		43		8164		保護者		%				大短進学率40～70％未満		●						40～70%未満 ミマン				204		18.6		26.5		23.0		2.9		25.0		3.9				45.1		26.0		2.86

		2017		44		8165		保護者		%				大短進学率40％未満		●						40%未満 ミマン				500		16.8		27.2		15.0		4.2		26.6		10.2				44.0		19.2		2.9

		2017		45		8166		保護者		%				大短進学率70％以上上記該当校・計		×						70%以上・計 イジョウケイ				1018		11.3		27.2		27.9		9.8		21.9		1.9				38.5		37.7		2.52

		2017		46		8167		保護者		%				大短進学率70％未満上記該当校・計		×						70%未満・計 ミマンケイ				704		17.3		27.0		17.3		3.8		26.1		8.4				44.3		21.2		2.88

		2017		47		8168		保護者		%		大短進学率70％未満上記該当校・計		《希望進路別》		×				希望進路
別 キボウシンロベツ		進学希望・計 シンガクキボウケイ				0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		49		8170		保護者		%		進学希望		大学・短大進学		●						大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク				1063		13.5		27.2		27.2		9.5		21.2		1.5				40.6		36.7		2.58

		2017		50		8171		保護者		%				大学進学		●								大学進学 ダイガクシンガク		1021		13.0		26.6		27.1		9.9		21.7		1.6				39.7		37.0		2.56

		2017		51		8172		保護者		%				短大進学		●								短大進学 タンダイシンガク		35		28.6		42.9		20.0		―		8.6		―				71.4		20.0		3.09

		2017		52		8173		保護者		%				専門職大学		●								専門職大学進学 センモンショクダイガクシンガク		7		―		28.6		71.4		―		―		―				28.6		71.4		2.29

		2017		53		8174		保護者		%				専門学校		●						専門学校進学 センモンガッコウシンガク				129		21.7		31.0		21.7		3.9		18.6		3.1				52.7		25.6		2.9

		2017		54		8175		保護者		%				就職		●						就職 シュウショク				178		10.7		21.9		7.9		3.4		39.9		16.3				32.6		11.2		2.91

		2017		55		8176		保護者		%				海外の大学等への進学		×						留学 リュウガク				1		―		―		100.0		―		―		―				―		100.0		2

		2017		56		8177		保護者		%				その他		×						その他 ホカ				5		20.0		40.0		40.0		―		―		―				60.0		40.0		2.8

		2017		57		8178		保護者		%				何でもよい		×						何でもよい ナン		フリーター		318		14.5		28.9		21.7		4.7		26.7		3.5				43.4		26.4		2.76

		2017		58		8179		保護者		%				無回答		×						無回答 ムカイトウ				28		―		17.9		10.7		―		7.1		64.3				17.9		10.7		2.63

		2017		60		8181		保護者		%		《進路について話す頻度別》		話す・計		●				進路対話
頻度別 シンロタイワヒンドベツ		話す･計 ハナケイ				1526		13.9		26.6		23.9		7.5		23.3		4.8				40.5		31.4		2.65

		2017		61		8182		保護者		%				よく話をする		●								よく話をする ハナ		398		15.6		26.1		23.1		9.3		22.1		3.8				41.7		32.4		2.65

		2017		62		8183		保護者		%				時々話をする		●								時々話をする トキドキハナシ		1128		13.3		26.8		24.1		6.9		23.8		5.1				40.1		31.0		2.65

		2017		63		8184		保護者		%				話さない・計		●						話さない･計 ハナシケイ				193		12.4		31.6		21.8		6.2		25.9		2.1				44.0		28.0		2.7

		2017		64		8185		保護者		%				あまり話さない		●								あまり話さない ハナ		178		12.9		32.0		21.3		6.7		24.7		2.2				44.9		28.1		2.7

		2017		65		8186		保護者		%				まったく話さない		●								まったく話さない ハナ		15		6.7		26.7		26.7		―		40.0		―				33.3		26.7		2.67

		2017		66		8187		保護者		%		まったく話さない		《希望進路や、進路に対する考えの認知別》		×				希望進路
に関する
認知別 キボウシンロカンニンチベツ		知っている･計 シケイ				0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		67		8188		保護者		%				知っている・計		×								よく知っている シ		1560		14.0		26.9		24.0		7.6		22.9		4.5				41.0		31.7		2.65

		2017		68		8189		保護者		%				よく知っている		×								少し知っている スコシ		739		14.6		26.5		24.1		8.0		22.5		4.3				41.1		32.1		2.65

		2017		69		8190		保護者		%				少し知っている		×						知らない･計 シケイ				821		13.5		27.3		24.0		7.3		23.3		4.6				40.8		31.3		2.65

		2017		70		8191		保護者		%				知らない・計		×								あまり知らない シ		159		10.7		29.6		19.5		5.0		30.8		4.4				40.3		24.5		2.71

		2017		71		8192		保護者		%				あまり知らない		×								まったく知らない シ		143		11.2		30.1		19.6		5.6		29.4		4.2				41.3		25.2		2.71

		2017		72		8193		保護者		%		あまり知らない		まったく知らない		×				進路の
悩み不安
に関する
認知別 シンロナヤフアンカンニンチベツ		知っている･計 シケイ				16		6.3		25.0		18.8		―		43.8		6.3				31.3		18.8		2.75

		2017		73		8194		保護者		%				《進路に関する悩みや不安の認知》		×								よく知っている シ		0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		74		8195		保護者		%				知っている・計		×								少し知っている スコシ		1193		14.9		26.2		24.4		7.7		22.7		4.1				41.1		32.1		2.66

		2017		75		8196		保護者		%				よく知っている		×						知らない･計 シケイ				392		15.6		24.2		23.7		10.7		21.7		4.1				39.8		34.4		2.6

		2017		76		8197		保護者		%				少し知っている		×								あまり知らない シ		801		14.6		27.1		24.7		6.2		23.2		4.1				41.7		31.0		2.69

		2017		77		8198		保護者		%				知らない・計		×								まったく知らない シ		520		11.2		29.6		21.9		6.5		25.6		5.2				40.8		28.5		2.66

		2017		78		8199		保護者		%		知らない・計		あまり知らない		×				進路の
悩み不安
に関する
アドバイス
状況別 シンロナヤフアンカンジョウキョウベツ		している･計 ケイ				472		11.2		29.9		21.6		7.0		24.8		5.5				41.1		28.6		2.65

		2017		79		8200		保護者		%				まったく知らない		×								よくしている		48		10.4		27.1		25.0		2.1		33.3		2.1				37.5		27.1		2.71

		2017		80		8201		保護者		%				《進路の悩みや不安のアドバイス別》		×								少ししている スコ		0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		81		8202		保護者		%				している・計		×						していない･計 ケイ				1353		14.3		26.3		24.3		8.3		22.7		4.1				40.7		32.6		2.64

		2017		82		8203		保護者		%				よくしている		×								あまりしていない		391		16.1		26.6		22.8		10.7		20.2		3.6				42.7		33.5		2.63

		2017		83		8204		保護者		%				少ししている		×								まったくしていない		962		13.6		26.2		24.9		7.3		23.7		4.3				39.8		32.2		2.64

		2017		84		8205		保護者		%		少ししている		していない・計		×				アドバイス
難しさ別 ムズカベツ		難しい･計 ムズカケイ				360		11.7		30.8		20.8		4.2		26.9		5.6				42.5		25.0		2.74

		2017		85		8206		保護者		%				あまりしていない		×								非常に難しい ヒジョウムズカ		316		12.0		29.4		21.5		4.1		26.6		6.3				41.5		25.6		2.74

		2017		86		8207		保護者		%				まったくしていない		×								やや難しい ムズカ		44		9.1		40.9		15.9		4.5		29.5		―				50.0		20.5		2.77

		2017		87		8208		保護者		%				《アドバイスの難しさ別》		×						難しくない ムズカ				0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		88		8209		保護者		%				難しい・計		×						その他 ホカ				1230		13.8		28.1		25.3		7.6		21.9		3.3				42.0		32.8		2.64

		2017		89		8210		保護者		%		難しい・計		非常に難しい		×				働くことの
気がかり別		気がかりあり キ				337		14.8		26.7		27.3		6.2		21.1		3.9				41.5		33.5		2.67

		2017		90		8211		保護者		%				やや難しい		×						気がかりなし キ				893		13.4		28.7		24.5		8.1		22.2		3.1				42.1		32.6		2.64

		2017		91		8212		保護者		%				難しいとは感じていない		×						考えたことがない カンガ				478		13.8		25.1		19.7		6.9		28.0		6.5				38.9		26.6		2.7

		2017		92		8213		保護者		%		難しいとは感じていない		その他		×				未来社会
展望別 ミライシャカイテンボウベツ		好ましい･計 コノケイ				4		―		25.0		25.0		25.0		―		25.0				25.0		50.0		2

		2017		93		8214		保護者		%				《働くことについての気がかり別》		×								とても好ましい コノ		0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		94		8215		保護者		%				ある		×								まあまあ好ましい コノ		1100		13.1		26.1		26.5		7.2		23.1		4.0				39.2		33.7		2.62

		2017		95		8216		保護者		%				ない		×						好ましくない･計 コノケイ				463		14.7		29.2		18.6		8.6		25.1		3.9				43.8		27.2		2.7

		2017		96		8217		保護者		%				子どもが働くことについて考えたことがない		×								あまり好ましくない コノ		38		13.2		23.7		13.2		―		47.4		2.6				36.8		13.2		3

		2017		97		8218		保護者		%				《未来社会の好ましさ別》		×								非常に好ましくない ヒジョウコノ		0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		105		8226		保護者		%		《仕事内容、楽しさについて話す状況別》		話す・計		▲				仕事内容、
楽しさ
について
話す状況
別 ハナジョウキョウ		話す･計 ハナケイ				1071		13.3		27.1		25.0		7.9		22.6		4.1				40.3		33.0		2.62

		2017		106		8227		保護者		%				よく話す		▲								よく話す ハナ		335		17.3		23.9		25.1		9.6		20.9		3.3				41.2		34.6		2.65

		2017		107		8228		保護者		%				時々話す		▲								時々話す トキドキハナ		736		11.4		28.5		25.0		7.2		23.4		4.5				39.9		32.2		2.61

		2017		108		8229		保護者		%				話さない・計		▲						話さない･計 ハナシケイ				608		15.0		27.3		21.9		6.3		26.3		3.3				42.3		28.1		2.72

		2017		109		8230		保護者		%				ほとんど話さない		▲								ほとんど話さない ハナ		568		15.0		27.3		21.8		6.2		26.4		3.3				42.3		28.0		2.73

		2017		110		8231		保護者		%				まったく話さない		▲								まったく話さない ハナ		40		15.0		27.5		22.5		7.5		25.0		2.5				42.5		30.0		2.69

		2017		107		8228		保護者		%		よく話す		時々話す		△				将来へのクローバル化影響 ショウライカエイキョウ		ある				736		11.4		28.5		25.0		7.2		23.4		4.5				39.9		32.2		2.61

		2017		108		8229		保護者		%				話さない・計		△						ない				608		15.0		27.3		21.9		6.3		26.3		3.3				42.3		28.1		2.72

		2017		109		8230		保護者		%				ほとんど話さない		△						わからない				568		15.0		27.3		21.8		6.2		26.4		3.3				42.3		28.0		2.73

		2017		111		8232		保護者		%		まったく話さない		《子どもの将来へのグローバル化の影響》		△				留学意向 リュウガクイコウ		留学させたい・計				0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		112		8233		保護者		%				ある		△								留学させたい		824		11.3		27.1		29.2		10.2		20.1		2.1				38.3		39.4		2.51

		2017		113		8234		保護者		%				ない		△								できればさせたい		73		19.2		32.9		15.1		2.7		21.9		8.2				52.1		17.8		2.98

		2017		114		8235		保護者		%				わからない		△						させたいと思わない・計				754		15.5		27.2		19.1		4.8		28.4		5.0				42.7		23.9		2.8

		2017		115		8236		保護者		%				《子どもを留学させたいか》		△								あまり思わない		0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		116		8237		保護者		%				留学させたい・計		△								させたいと思わない		416		13.2		26.0		26.9		10.6		22.6		0.7				39.2		37.5		2.55

		2017		117		8238		保護者		%				留学させたい		△						どちらでもよい				116		17.2		25.9		23.3		14.7		19.0		―				43.1		37.9		2.56

		2017		119		8240		保護者		%		できれば留学させたい		留学させたいと思わない・計		△				グローバル社会に通用する人材　意向別 シャカイツウヨウジンザイイコウベツ		なってほしい・計				619		15.5		28.9		21.5		4.2		23.6		6.3				44.4		25.7		2.79

		2017		120		8241		保護者		%				あまり留学させたいと思わない		△								ぜひなってほしい		291		13.4		31.3		25.4		5.8		19.6		4.5				44.7		31.3		2.69

		2017		121		8242		保護者		%				留学させたいと思わない		△								できればなってほしい		328		17.4		26.8		18.0		2.7		27.1		7.9				44.2		20.7		2.91

		2017		122		8243		保護者		%				どちらでもよい		△						思わない・計				619		12.1		26.7		24.9		8.2		25.5		2.6				38.8		33.1		2.59

		2017		123		8244		保護者		%				《グローバル社会に通用する人材について》		×								あまり思わない		0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		124		8245		保護者		%				なってほしい・計		×								なってほしいと思わない		729		13.3		26.1		28.8		10.2		20.3		1.4				39.4		39.0		2.54

		2017		125		8246		保護者		%		なってほしい・計		ぜひなってほしい		△						どちらでもよい				218		17.4		21.6		23.4		14.2		23.4		―				39.0		37.6		2.55

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0		0		0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		×		0		0		0				0		×										0		―		―		―		―		―		―				―		―		0

																				高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【保護者】2017年 ホゴシャネン

																				集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Q11SQ1. 貸与型の奨学金制度の利用意向<全ベース>

																				グラフタイトル→				貸与型の奨学金制度の利用意向 タイヨガタショウガクキンセイドリヨウイコウ

																				回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		単一回答 タンイツカイトウ

		10pt																【保護者】2017年　貸与型の奨学金制度の利用意向（全体／単一回答）

		10.5																								（％）		利用してほしい・計				利用してほしくない・計										利用してほしい・計		利用してほしくない・計		加重
平均値

		40.5																										ぜひ利用してほしい		できれば利用してほしい		あまり利用してほしくない		まったく利用してほしくない		考えたことがないのでわからない		無回答

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0

																										●凡例

																●		0		2017年		全体				(n= ???1722 )																40.9		31.0		2.66

																●		0		続柄別		父親				(n= ???220 )																44.1		30.0		2.70

																●		0				母親				(n= ???1449 )																40.6		31.5		2.65

																×		0				その他				(n= ???13 )																38.5		7.7		3.17

																●		0		子ども
性別		男子				(n= ???891 )																40.7		31.9		2.64

																●		0				女子				(n= ???787 )																41.3		30.5		2.68

																●		0		続柄×
子ども
性別		父親×男子				(n= ???139 )																43.2		33.1		2.62

																●		0				父親×女子				(n= ???80 )																46.3		25.0		2.84

																●		0				母親×男子				(n= ???742 )																40.3		32.1		2.64

																●		0				母親×女子				(n= ???703 )																40.8		31.0		2.67

																×		0				その他×男子				(n= ???10 )																40.0		―		3.25

																×		0				その他×女子				(n= ???3 )																33.3		33.3		3.00

																●		0		学科別		普通科				(n= ???1304 )																41.3		33.9		2.62

																●		0				専門学科				(n= ???350 )																39.4		20.0		2.83

																●		0				総合学科				(n= ???68 )																39.7		30.9		2.73

																×		0		都道府県
別		北海道				(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				青森県				(n= ???205 )																42.0		27.8		2.76

																×		0				茨城県				(n= ???170 )																37.6		37.6		2.48

																×		0				東京都				(n= ???77 )																39.0		35.1		2.49

																×		0				新潟県				(n= ???93 )																36.6		39.8		2.48

																×		0				愛知県				(n= ???207 )																38.2		31.4		2.59

																×		0				大阪府				(n= ???162 )																34.0		37.0		2.42

																×		0				鳥取県				(n= ???143 )																43.4		30.8		2.65

																×		0				佐賀県				(n= ???224 )																40.2		38.4		2.56

																●		0		大短
進学率別		95%以上				(n= ???378 )																34.4		43.4		2.35

																●		0				70～95%未満				(n= ???640 )																40.9		34.4		2.63

																●		0				40～70%未満				(n= ???204 )																45.1		26.0		2.86

																●		0				40%未満				(n= ???500 )																44.0		19.2		2.90

																×		0				70%以上・計				(n= ???1018 )																38.5		37.7		2.52

																×		0				70%未満・計				(n= ???704 )																44.3		21.2		2.88

																×		0		希望進路
別		進学希望・計				(n= ???0 )																―		―		―

																●		0				大学短大進学				(n= ???1063 )																40.6		36.7		2.58

																●		0				0		大学進学		(n= ???1021 )																39.7		37.0		2.56

																●		0				0		短大進学		(n= ???35 )																71.4		20.0		3.09

																●		0				0		専門職大学進学		(n= ???7 )																28.6		71.4		2.29

																●		0				専門学校進学				(n= ???129 )																52.7		25.6		2.90

																●		0				就職				(n= ???178 )																32.6		11.2		2.91

																×		0				留学				(n= ???1 )																―		100.0		2.00

																×		0				その他				(n= ???5 )																60.0		40.0		2.80

																×		0				何でもよい				(n= ???318 )																43.4		26.4		2.76

																×		0				無回答				(n= ???28 )																17.9		10.7		2.63

																●		0		進路対話
頻度別		話す･計				(n= ???1526 )																40.5		31.4		2.65

																●		0				0		よく話をする		(n= ???398 )																41.7		32.4		2.65

																●		0				0		時々話をする		(n= ???1128 )																40.1		31.0		2.65

																●		0				話さない･計				(n= ???193 )																44.0		28.0		2.70

																●		0				0		あまり話さない		(n= ???178 )																44.9		28.1		2.70

																●		0				0		まったく話さない		(n= ???15 )																33.3		26.7		2.67

																×		0		希望進路
に関する
認知別		知っている･計				(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				0		よく知っている		(n= ???1560 )																41.0		31.7		2.65

																×		0				0		少し知っている		(n= ???739 )																41.1		32.1		2.65

																×		0				知らない･計				(n= ???821 )																40.8		31.3		2.65

																×		0				0		あまり知らない		(n= ???159 )																40.3		24.5		2.71

																×		0				0		まったく知らない		(n= ???143 )																41.3		25.2		2.71

																×		0		進路の
悩み不安
に関する
認知別		知っている･計				(n= ???16 )																31.3		18.8		2.75

																×		0				0		よく知っている		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				0		少し知っている		(n= ???1193 )																41.1		32.1		2.66

																×		0				知らない･計				(n= ???392 )																39.8		34.4		2.60

																×		0				0		あまり知らない		(n= ???801 )																41.7		31.0		2.69

																×		0				0		まったく知らない		(n= ???520 )																40.8		28.5		2.66

																×		0		進路の
悩み不安
に関する
アドバイス
状況別		している･計				(n= ???472 )																41.1		28.6		2.65

																×		0				0		よくしている		(n= ???48 )																37.5		27.1		2.71

																×		0				0		少ししている		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				していない･計				(n= ???1353 )																40.7		32.6		2.64

																×		0				0		あまりしていない		(n= ???391 )																42.7		33.5		2.63

																×		0				0		まったくしていない		(n= ???962 )																39.8		32.2		2.64

																×		0		アドバイス
難しさ別		難しい･計				(n= ???360 )																42.5		25.0		2.74

																×		0				0		非常に難しい		(n= ???316 )																41.5		25.6		2.74

																×		0				0		やや難しい		(n= ???44 )																50.0		20.5		2.77

																×		0				難しくない				(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				その他				(n= ???1230 )																42.0		32.8		2.64

																×		0		働くことの
気がかり別		気がかりあり				(n= ???337 )																41.5		33.5		2.67

																×		0				気がかりなし				(n= ???893 )																42.1		32.6		2.64

																×		0				考えたことがない				(n= ???478 )																38.9		26.6		2.70

																×		0		未来社会
展望別		好ましい･計				(n= ???4 )																25.0		50.0		2.00

																×		0				0		とても好ましい		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				0		まあまあ好ましい		(n= ???1100 )																39.2		33.7		2.62

																×		0				好ましくない･計				(n= ???463 )																43.8		27.2		2.70

																×		0				0		あまり好ましくない		(n= ???38 )																36.8		13.2		3.00

																×		0				0		非常に好ましくない		(n= ???0 )																―		―		―

														ここは表示→ ヒョウジ		▲		0		仕事内容、
楽しさ
について
話す状況
別		話す･計				(n= ???1071 )																40.3		33.0		2.62

														ここは表示→ ヒョウジ		▲		0				0		よく話す		(n= ???335 )																41.2		34.6		2.65

														ここは表示→ ヒョウジ		▲		0				0		時々話す		(n= ???736 )																39.9		32.2		2.61

														ここは表示→ ヒョウジ		▲		0				話さない･計				(n= ???608 )																42.3		28.1		2.72

														ここは表示→ ヒョウジ		▲		0				0		ほとんど話さない		(n= ???568 )																42.3		28.0		2.73

														ここは表示→ ヒョウジ		▲		0				0		まったく話さない		(n= ???40 )																42.5		30.0		2.69

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0		将来へのクローバル化影響		ある				(n= ???736 )																39.9		32.2		2.61

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0				ない				(n= ???608 )																42.3		28.1		2.72

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0				わからない				(n= ???568 )																42.3		28.0		2.73

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0		留学意向		留学させたい・計				(n= ???0 )																―		―		―

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0						留学させたい		(n= ???824 )																38.3		39.4		2.51

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0						できればさせたい		(n= ???73 )																52.1		17.8		2.98

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0				させたいと思わない・計				(n= ???754 )																42.7		23.9		2.80

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0						あまり思わない		(n= ???0 )																―		―		―

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0						させたいと思わない		(n= ???416 )																39.2		37.5		2.55

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0				どちらでもよい				(n= ???116 )																43.1		37.9		2.56

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0		グローバル社会に通用する人材　意向別		なってほしい・計				(n= ???619 )																44.4		25.7		2.79

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0						ぜひなってほしい		(n= ???291 )																44.7		31.3		2.69

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0						できればなってほしい		(n= ???328 )																44.2		20.7		2.91

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0				思わない・計				(n= ???619 )																38.8		33.1		2.59

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		×		0						あまり思わない		(n= ???0 )																―		―		―

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		×		0						なってほしいと思わない		(n= ???729 )																39.4		39.0		2.54

														グローバル化以外は非表示→ カイガイヒヒョウジ		△		0				どちらでもよい				(n= ???218 )																39.0		37.6		2.55

																×		0				0		0		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0		0		0				(n= ???0 )																―		―		―

																×		0						0		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0						0		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		―

																×		0				0				(n= ???0 )																―		―		―

																×		0						0		(n= ???0 )																―		―		―

																×		0						0		(n= ???0 )																―		―		―

																										※小計：｢2017年全体｣より ショウケイネンゼンタイ		10pt以上高い イジョウタカ		5pt以上高い イジョウタカ		10pt以上低い イジョウヒク																0

																																																0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



属性別

		





時系列_全体

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		5				7		8		8

																												利用してほしい・計				利用してほしくない・計

																												ぜひ利用してほしい		できれば利用してほしい		あまり利用してほしくない		まったく利用してほしくない		考えたことがないのでわからない		無回答		無回答		利用してほしい・計		利用してほしくない・計		加重平均値		0		利用したくない・計		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		考えたことがないのでわからない				利用してほしい・計		利用してほしくない・計		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0								2017年 ネン		全体 ゼンタイ		Q11SQ1. 貸与型の奨学金制度の利用意向<全ベース>

				6		8127		保護者		%		0										2017年 ネン		全体 ゼンタイ		調査数		ぜひ利用してほしい		できれば利用してほしい		あまり利用してほしくない		まったく利用してほしくない		考えたことがないのでわからない		無回答		無回答		利用してほしい・計		利用してほしくない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		考えたことがないのでわからない				利用してほしい・計		利用してほしくない・計		利用してほしくない・計

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2017		7		8128		保護者		%		0		全体								2017年 ネン		全体 ゼンタイ		1722		13.8		27.1		23.6		7.4		23.6		4.5		4.5		40.9		31		2.66		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		23.6				40.9		31		30.5

		2015		7		6668		2015保護者		%		0		全体								2015年 ネン		全体 ゼンタイ		1584		15.9		32.6		16.5		4.6		25.9		4.5		4.5		48.5		30.5		3.08		0		21.148989899		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25.9				48.5		21.1		30.5

		2011		7		0		0		0		0		0								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		7		0		0		0		0		0								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		7		0		0		0		0		0								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		7		0		0		0		0		0								2005年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2003		7		0		0		0		0		0								2003年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		45		6706		2015保護者		%		0		大学・短大進学								2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		819		14.9		35.9		20.1		5.5		22.3		1.2		1.2		50.8		27.8		3.16		0		25.641025641		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22.3				50.8		27.8		27.8

		2011		45		0		0		0		0		0								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		34		0		0		0		0		0								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		8		0		0		0		0		0								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		27		0		0		0		0		0								2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		48		6709		2015保護者		%		0		専門学校進学								2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		127		24.4		36.2		9.4		4.7		22		3.1		3.1		60.6		26.8		3.37		0		14.1732283465		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22				60.6		26.8		26.8

		2011		48		0		0		0		0		0								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		35		0		0		0		0		0								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		9		0		0		0		0		0								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		28		0		0		0		0		0								2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		49		6710		2015保護者		%		0		就職								2013年 ネン		就職 シュウショク		225		10.2		26.7		9.3		1.8		40.9		11.1		11.1		36.9		42.7		2.59		0		11.1111111111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40.9				36.9		42.7		42.7

		2011		49		0		0		0		0		0								2011年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		36		0		0		0		0		0								2009年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		10		0		0		0		0		0								2007年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		29		0		0		0		0		0								2005年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																								高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【保護者】時系列 ホゴシャジケイレツ

																								集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Q11SQ1. 貸与型の奨学金制度の利用意向<全ベース>

																								グラフタイトル→				貸与型の奨学金制度の利用意向 タイヨガタショウガクキンセイドリヨウイコウ

																								回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		単一回答 タンイツカイトウ

		10pt																		【保護者】時系列　貸与型の奨学金制度の利用意向（全体／単一回答）

		10.5																								（％）		利用してほしい・計				利用してほしくない・計								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		考えたことがないのでわからない				利用してほしい・計		利用してほしくない・計		加重
平均値

		40.5																										ぜひ利用してほしい		できれば利用してほしい		あまり利用してほしくない		まったく利用してほしくない		考えたことがないのでわからない		無回答		無回答		利用してほしい・計		利用してほしくない・計		加重平均値		0		利用したくない・計		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																										●凡例

																						2017年		全体		(n= ???1722 )																																																																																																																						40.9		31.0		30.50

																						2015年		全体		(n= ???1584 )																																																																																																																						48.5		21.1		―

																						2009年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2007年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2005年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2003年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2013年		大学短大進学		(n= ???819 )																																																																																																																						50.8		27.8		27.80

																						2011年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2009年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2007年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2005年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2013年		専門学校進学		(n= ???127 )																																																																																																																						60.6		26.8		26.80

																						2011年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2009年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2007年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2005年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2013年		就職		(n= ???225 )																																																																																																																						36.9		42.7		42.70

																						2011年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2009年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2007年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2005年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																																																																																																																																																						0

																																																																																																																																																						0





時系列_全体

		





時系列_大短進学

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		5				7		8		8

																												利用してほしい・計				利用してほしくない・計

																												ぜひ利用してほしい		できれば利用してほしい		あまり利用してほしくない		まったく利用してほしくない		考えたことがないのでわからない		無回答		無回答		利用してほしい・計		利用してほしくない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		考えたことがないのでわからない				利用してほしい・計		利用してほしくない・計		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0								2017年 ネン		全体 ゼンタイ		Q11SQ1. 貸与型の奨学金制度の利用意向<全ベース>

				6		8127		保護者		%		0										2017年 ネン		全体 ゼンタイ		調査数		ぜひ利用してほしい		できれば利用してほしい		あまり利用してほしくない		まったく利用してほしくない		考えたことがないのでわからない		無回答		無回答		利用してほしい・計		利用してほしくない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		考えたことがないのでわからない				利用してほしい・計		利用してほしくない・計		利用してほしくない・計

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2013		7		6668		2015保護者		%		0		全体								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		1584		15.9		32.6		16.5		4.6		25.9		4.5		4.5		48.5		30.5		3.08		0		21.148989899		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25.9				48.5		30.5		30.5

		2011		7		0		0		0		0		0								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		7		0		0		0		0		0								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		7		0		0		0		0		0								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		7		0		0		0		0		0								2005年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2003		7		0		0		0		0		0								2003年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2017		49		8170		保護者		%		0		大学・短大進学								2017年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1063		13.5		27.2		27.2		9.5		21.2		1.5		1.5		40.6		36.7		2.58		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		21.2				40.6		36.7		36.7

		2015		45		6706		2015保護者		%		0		大学・短大進学								2015年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		819		14.9		35.9		20.1		5.5		22.3		1.2		1.2		50.8		27.8		3.16		0		25.641025641		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22.3				50.8		27.8		27.8

		2011		45		0		0		0		0		0								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		34		0		0		0		0		0								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		8		0		0		0		0		0								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		27		0		0		0		0		0								2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		48		6709		2015保護者		%		0		専門学校進学								2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		127		24.4		36.2		9.4		4.7		22		3.1		3.1		60.6		26.8		3.37		0		14.1732283465		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22				60.6		26.8		26.8

		2011		48		0		0		0		0		0								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		35		0		0		0		0		0								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		9		0		0		0		0		0								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		28		0		0		0		0		0								2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		49		6710		2015保護者		%		0		就職								2013年 ネン		就職 シュウショク		225		10.2		26.7		9.3		1.8		40.9		11.1		11.1		36.9		42.7		2.59		0		11.1111111111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40.9				36.9		42.7		42.7

		2011		49		0		0		0		0		0								2011年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		36		0		0		0		0		0								2009年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		10		0		0		0		0		0								2007年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		29		0		0		0		0		0								2005年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																								高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【保護者】時系列 ホゴシャジケイレツ

																								集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Q11SQ1. 貸与型の奨学金制度の利用意向<全ベース>

																								グラフタイトル→				貸与型の奨学金制度の利用意向 タイヨガタショウガクキンセイドリヨウイコウ

																								回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		単一回答 タンイツカイトウ

																								回答対象「全体」のときは→になります カイトウタイショウゼンタイ				大学・短大進学希望者： ダイガクタンダイシンガクキボウシャ

		10pt																		【保護者】時系列　貸与型の奨学金制度の利用意向（大学・短大進学希望者：全体／単一回答）

		10.5																								（％）		利用してほしい・計				利用してほしくない・計								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		考えたことがないのでわからない				利用してほしい・計		利用してほしくない・計		加重
平均値

		40.5																										ぜひ利用してほしい		できれば利用してほしい		あまり利用してほしくない		まったく利用してほしくない		考えたことがないのでわからない		無回答		無回答		利用してほしい・計		利用してほしくない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																										●凡例

																						2013年		全体		(n= ???1584 )																																																																																																																						48.5		30.5		30.50

																						2011年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2009年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2007年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2005年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2003年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2017年		大学短大進学		(n= ???1063 )																																																																																																																						40.6		36.7		36.70

																						2015年		大学短大進学		(n= ???819 )																																																																																																																						50.8		27.8		27.80

																						2011年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2009年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2007年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2005年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2013年		専門学校進学		(n= ???127 )																																																																																																																						60.6		26.8		26.80

																						2011年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2009年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2007年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2005年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2013年		就職		(n= ???225 )																																																																																																																						36.9		42.7		42.70

																						2011年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2009年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2007年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																						2005年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																						―		―		―

																																																																																																																																																						0

																																																																																																																																																						0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



時系列_大短進学

		





×時系列_もと

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		5				6		7		8

																												好ましい
・計				好ましくない
・計

																												とても
好ましい
社会だ		まあまあ
好ましい
社会だ		あまり
好ましい
社会ではない		非常に
好ましくない
社会だ		無回答		好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値																																																																																																無回答				好ましい
・計		好ましくない
・計		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		Q9SQ1.貸与型の奨学金制度の利用意向＜全ベース＞

				6		6667		2015保護者		%		0										2013年 ネン		全体 ゼンタイ		調査数		ぜひ利用してほしい		できれば利用してほしい		あまり利用してほしくない		まったく利用してほしくない		考えたことがないのでわからない		無回答		利用してほしい・計		利用してほしくない・計		加重平均値		0		利用したくない・計		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		考えたことがないのでわからない				無回答		利用してほしい・計		利用してほしくない・計

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2013		7		6668		2015保護者		%		0		全体								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		1584		15.9		32.6		16.5		4.6		25.9		4.5		48.5		30.5		3.08		0		21.148989899		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25.9				4.5		48.5		30.5

		2011		7		0		0		0		0		0								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		7		0		0		0		0		0								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		7		0		0		0		0		0								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		7		0		0		0		0		0								2005年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2003		7		0		0		0		0		0								2003年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		45		6706		2015保護者		%		0		大学・短大進学								2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		819		14.9		35.9		20.1		5.5		22.3		1.2		50.8		27.8		3.16		0		25.641025641		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22.3				1.2		50.8		27.8

		2011		45		0		0		0		0		0								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		34		0		0		0		0		0								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		8		0		0		0		0		0								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		27		0		0		0		0		0								2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		48		6709		2015保護者		%		0		専門学校進学								2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		127		24.4		36.2		9.4		4.7		22		3.1		60.6		26.8		3.37		0		14.1732283465		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		22				3.1		60.6		26.8

		2011		48		0		0		0		0		0								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		35		0		0		0		0		0								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		9		0		0		0		0		0								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		28		0		0		0		0		0								2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2013		49		6710		2015保護者		%		0		就職								2013年 ネン		就職 シュウショク		225		10.2		26.7		9.3		1.8		40.9		11.1		36.9		42.7		2.59		0		11.1111111111		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		40.9				11.1		36.9		42.7

		2011		49		0		0		0		0		0								2011年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		36		0		0		0		0		0								2009年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		10		0		0		0		0		0								2007年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		29		0		0		0		0		0								2005年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																								高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【保護者】時系列 ホゴシャジケイレツ

																								集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Q9SQ1.貸与型の奨学金制度の利用意向＜全ベース＞

																								グラフタイトル→				未来展望：これからの社会は好ましいか ミライテンボウシャカイコノ

																								回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		単一回答 タンイツカイトウ

		10pt																		【保護者】時系列　未来展望：これからの社会は好ましいか（全体／単一回答）

		10.5																								（％）		好ましい
・計				好ましくない
・計				無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		無回答				好ましい
・計		好ましくない
・計		加重
平均値

		40.5																										とても
好ましい
社会だ		まあまあ
好ましい
社会だ		あまり
好ましい
社会ではない		非常に
好ましくない
社会だ				好ましい・計		好ましくない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																										●凡例

																						2013年		全体		(n= ???1584 )																																																																																																																				4.5		48.5		30.50

																						2011年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2003年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		大学短大進学		(n= ???819 )																																																																																																																				1.2		50.8		27.80

																						2011年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		専門学校進学		(n= ???127 )																																																																																																																				3.1		60.6		26.80

																						2011年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		就職		(n= ???225 )																																																																																																																				11.1		36.9		42.70

																						2011年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																																																																																																																																																				0

																																																																																																																																																				0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



×時系列_もと

		





2017

		-5		-4		-3		-2		-1		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55

												Q11SQ1. 貸与型の奨学金制度の利用意向<全ベース>

		8126		保護者 ホゴシャ		%				#0059				Q11SQ1. 貸与型の奨学金制度の利用意向<全ベース>

		8127		保護者 ホゴシャ		%						調査数		ぜひ利用してほしい		できれば利用してほしい		あまり利用してほしくない		まったく利用してほしくない		考えたことがないのでわからない		無回答		利用してほしい・計		利用してほしくない・計		加重平均値

		8128		保護者 ホゴシャ		%				全体		1722		13.8		27.1		23.6		7.4		23.6		4.5		40.9		31		2.66

		8129		保護者 ホゴシャ		%				《続柄別》

		8130		保護者 ホゴシャ		%				父親		220		15		29.1		22.7		7.3		21.8		4.1		44.1		30		2.7

		8131		保護者 ホゴシャ		%				母親		1449		13.7		26.9		24.2		7.3		24.2		3.8		40.6		31.5		2.65

		8132		保護者 ホゴシャ		%				その他		13		15.4		23.1		7.7		0		46.2		7.7		38.5		7.7		3.17

		8133		保護者 ホゴシャ		%				《子どもの性別》

		8134		保護者 ホゴシャ		%				男子		891		12.9		27.8		24.6		7.3		23		4.4		40.7		31.9		2.64

		8135		保護者 ホゴシャ		%				女子		787		15		26.3		23.1		7.4		25		3.2		41.3		30.5		2.68

		8136		保護者 ホゴシャ		%				《続柄×子どもの性別》

		8137		保護者 ホゴシャ		%				父親×男子		139		12.2		30.9		25.2		7.9		19.4		4.3		43.2		33.1		2.62

		8138		保護者 ホゴシャ		%				父親×女子		80		20		26.3		18.8		6.3		25		3.8		46.3		25		2.84

		8139		保護者 ホゴシャ		%				母親×男子		742		13.1		27.2		24.8		7.3		23.3		4.3		40.3		32.1		2.64

		8140		保護者 ホゴシャ		%				母親×女子		703		14.4		26.5		23.6		7.4		25		3.1		40.8		31		2.67

		8141		保護者 ホゴシャ		%				その他×男子		10		10		30		0		0		50		10		40		0		3.25

		8142		保護者 ホゴシャ		%				その他×女子		3		33.3		0		33.3		0		33.3		0		33.3		33.3		3

		8143		保護者 ホゴシャ		%				《所属学科別》

		8144		保護者 ホゴシャ		%				普通科		1304		13.4		27.9		25.7		8.2		21.9		2.8		41.3		33.9		2.62

		8145		保護者 ホゴシャ		%				専門学科		350		14.6		24.9		15.1		4.9		29.1		11.4		39.4		20		2.83

		8146		保護者 ホゴシャ		%				総合学科		68		16.2		23.5		26.5		4.4		27.9		1.5		39.7		30.9		2.73

		8147		保護者 ホゴシャ		%				《都道府県別》

		8148		保護者 ホゴシャ		%				北海道		205		15.6		26.3		22.9		4.9		22.9		7.3		42		27.8		2.76

		8149		保護者 ホゴシャ		%				岩手県・福島県		170		10		27.6		26.5		11.2		22.9		1.8		37.6		37.6		2.48

		8150		保護者 ホゴシャ		%				岩手県		77		7.8		31.2		24.7		10.4		23.4		2.6		39		35.1		2.49

		8151		保護者 ホゴシャ		%				福島県		93		11.8		24.7		28		11.8		22.6		1.1		36.6		39.8		2.48

		8152		保護者 ホゴシャ		%				群馬県		207		8.7		29.5		25.6		5.8		26.6		3.9		38.2		31.4		2.59

		8153		保護者 ホゴシャ		%				東京都		162		8		25.9		24.7		12.3		28.4		0.6		34		37		2.42

		8154		保護者 ホゴシャ		%				長野県		143		16.1		27.3		19.6		11.2		19.6		6.3		43.4		30.8		2.65

		8155		保護者 ホゴシャ		%				岐阜県		224		10.3		29.9		32.1		6.3		20.5		0.9		40.2		38.4		2.56

		8156		保護者 ホゴシャ		%				大阪府・和歌山県		168		14.9		23.8		22.6		7.7		24.4		6.5		38.7		30.4		2.66

		8157		保護者 ホゴシャ		%				大阪府		91		18.7		22		16.5		4.4		28.6		9.9		40.7		20.9		2.89

		8158		保護者 ホゴシャ		%				和歌山県		77		10.4		26		29.9		11.7		19.5		2.6		36.4		41.6		2.45

		8159		保護者 ホゴシャ		%				岡山県		207		19.8		25.6		23.7		3.9		22.7		4.3		45.4		27.5		2.84

		8160		保護者 ホゴシャ		%				長崎県		236		19.1		27.1		14.4		6.4		24.6		8.5		46.2		20.8		2.88

		8161		保護者 ホゴシャ		%				《高校タイプ別》

		8162		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率95％以上		378		7.9		26.5		28.6		14.8		21.2		1.1		34.4		43.4		2.35

		8163		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率70～95％未満		640		13.3		27.7		27.5		6.9		22.3		2.3		40.9		34.4		2.63

		8164		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率40～70％未満		204		18.6		26.5		23		2.9		25		3.9		45.1		26		2.86

		8165		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率40％未満		500		16.8		27.2		15		4.2		26.6		10.2		44		19.2		2.9

		8166		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率70％以上上記該当校・計		1018		11.3		27.2		27.9		9.8		21.9		1.9		38.5		37.7		2.52

		8167		保護者 ホゴシャ		%				大短進学率70％未満上記該当校・計		704		17.3		27		17.3		3.8		26.1		8.4		44.3		21.2		2.88

		8168		保護者 ホゴシャ		%				《希望進路別》

		8169		保護者 ホゴシャ		%				進学希望		1192		14.3		27.6		26.6		8.9		20.9		1.7		41.9		35.5		2.61

		8170		保護者 ホゴシャ		%				大学・短大進学		1063		13.5		27.2		27.2		9.5		21.2		1.5		40.6		36.7		2.58

		8171		保護者 ホゴシャ		%				大学進学		1021		13		26.6		27.1		9.9		21.7		1.6		39.7		37		2.56

		8172		保護者 ホゴシャ		%				短大進学		35		28.6		42.9		20		0		8.6		0		71.4		20		3.09

		8173		保護者 ホゴシャ		%				専門職大学		7		0		28.6		71.4		0		0		0		28.6		71.4		2.29

		8174		保護者 ホゴシャ		%				専門学校		129		21.7		31		21.7		3.9		18.6		3.1		52.7		25.6		2.9

		8175		保護者 ホゴシャ		%				就職		178		10.7		21.9		7.9		3.4		39.9		16.3		32.6		11.2		2.91

		8176		保護者 ホゴシャ		%				海外の大学等への進学		1		0		0		100		0		0		0		0		100		2

		8177		保護者 ホゴシャ		%				その他		5		20		40		40		0		0		0		60		40		2.8

		8178		保護者 ホゴシャ		%				何でもよい		318		14.5		28.9		21.7		4.7		26.7		3.5		43.4		26.4		2.76

		8179		保護者 ホゴシャ		%				無回答		28		0		17.9		10.7		0		7.1		64.3		17.9		10.7		2.63

		8180		保護者 ホゴシャ		%				《進路について話す頻度別》

		8181		保護者 ホゴシャ		%				話す・計		1526		13.9		26.6		23.9		7.5		23.3		4.8		40.5		31.4		2.65

		8182		保護者 ホゴシャ		%				よく話をする		398		15.6		26.1		23.1		9.3		22.1		3.8		41.7		32.4		2.65

		8183		保護者 ホゴシャ		%				時々話をする		1128		13.3		26.8		24.1		6.9		23.8		5.1		40.1		31		2.65

		8184		保護者 ホゴシャ		%				話さない・計		193		12.4		31.6		21.8		6.2		25.9		2.1		44		28		2.7

		8185		保護者 ホゴシャ		%				あまり話さない		178		12.9		32		21.3		6.7		24.7		2.2		44.9		28.1		2.7

		8186		保護者 ホゴシャ		%				まったく話さない		15		6.7		26.7		26.7		0		40		0		33.3		26.7		2.67

		8187		保護者 ホゴシャ		%				《希望進路や、進路に対する考えの認知別》

		8188		保護者 ホゴシャ		%				知っている・計		1560		14		26.9		24		7.6		22.9		4.5		41		31.7		2.65

		8189		保護者 ホゴシャ		%				よく知っている		739		14.6		26.5		24.1		8		22.5		4.3		41.1		32.1		2.65

		8190		保護者 ホゴシャ		%				少し知っている		821		13.5		27.3		24		7.3		23.3		4.6		40.8		31.3		2.65

		8191		保護者 ホゴシャ		%				知らない・計		159		10.7		29.6		19.5		5		30.8		4.4		40.3		24.5		2.71

		8192		保護者 ホゴシャ		%				あまり知らない		143		11.2		30.1		19.6		5.6		29.4		4.2		41.3		25.2		2.71

		8193		保護者 ホゴシャ		%				まったく知らない		16		6.3		25		18.8		0		43.8		6.3		31.3		18.8		2.75

		8194		保護者 ホゴシャ		%				《進路に関する悩みや不安の認知》

		8195		保護者 ホゴシャ		%				知っている・計		1193		14.9		26.2		24.4		7.7		22.7		4.1		41.1		32.1		2.66

		8196		保護者 ホゴシャ		%				よく知っている		392		15.6		24.2		23.7		10.7		21.7		4.1		39.8		34.4		2.6

		8197		保護者 ホゴシャ		%				少し知っている		801		14.6		27.1		24.7		6.2		23.2		4.1		41.7		31		2.69

		8198		保護者 ホゴシャ		%				知らない・計		520		11.2		29.6		21.9		6.5		25.6		5.2		40.8		28.5		2.66

		8199		保護者 ホゴシャ		%				あまり知らない		472		11.2		29.9		21.6		7		24.8		5.5		41.1		28.6		2.65

		8200		保護者 ホゴシャ		%				まったく知らない		48		10.4		27.1		25		2.1		33.3		2.1		37.5		27.1		2.71

		8201		保護者 ホゴシャ		%				《進路の悩みや不安のアドバイス別》

		8202		保護者 ホゴシャ		%				している・計		1353		14.3		26.3		24.3		8.3		22.7		4.1		40.7		32.6		2.64

		8203		保護者 ホゴシャ		%				よくしている		391		16.1		26.6		22.8		10.7		20.2		3.6		42.7		33.5		2.63

		8204		保護者 ホゴシャ		%				少ししている		962		13.6		26.2		24.9		7.3		23.7		4.3		39.8		32.2		2.64

		8205		保護者 ホゴシャ		%				していない・計		360		11.7		30.8		20.8		4.2		26.9		5.6		42.5		25		2.74

		8206		保護者 ホゴシャ		%				あまりしていない		316		12		29.4		21.5		4.1		26.6		6.3		41.5		25.6		2.74

		8207		保護者 ホゴシャ		%				まったくしていない		44		9.1		40.9		15.9		4.5		29.5		0		50		20.5		2.77

		8208		保護者 ホゴシャ		%				《アドバイスの難しさ別》

		8209		保護者 ホゴシャ		%				難しい・計		1230		13.8		28.1		25.3		7.6		21.9		3.3		42		32.8		2.64

		8210		保護者 ホゴシャ		%				非常に難しい		337		14.8		26.7		27.3		6.2		21.1		3.9		41.5		33.5		2.67

		8211		保護者 ホゴシャ		%				やや難しい		893		13.4		28.7		24.5		8.1		22.2		3.1		42.1		32.6		2.64

		8212		保護者 ホゴシャ		%				難しいとは感じていない		478		13.8		25.1		19.7		6.9		28		6.5		38.9		26.6		2.7

		8213		保護者 ホゴシャ		%				その他		4		0		25		25		25		0		25		25		50		2

		8214		保護者 ホゴシャ		%				《働くことについての気がかり別》

		8215		保護者 ホゴシャ		%				ある		1100		13.1		26.1		26.5		7.2		23.1		4		39.2		33.7		2.62

		8216		保護者 ホゴシャ		%				ない		463		14.7		29.2		18.6		8.6		25.1		3.9		43.8		27.2		2.7

		8217		保護者 ホゴシャ		%				子どもが働くことについて考えたことがない		38		13.2		23.7		13.2		0		47.4		2.6		36.8		13.2		3

		8218		保護者 ホゴシャ		%				《未来社会の好ましさ別》

		8219		保護者 ホゴシャ		%				好ましい・計		585		14.7		26		22.4		8.5		25.3		3.1		40.7		30.9		2.65

		8220		保護者 ホゴシャ		%				とても好ましい社会だ		27		44.4		25.9		3.7		3.7		18.5		3.7		70.4		7.4		3.43

		8221		保護者 ホゴシャ		%				まあまあ好ましい社会だ		558		13.3		26		23.3		8.8		25.6		3		39.2		32.1		2.61

		8222		保護者 ホゴシャ		%				好ましくない・計		823		12.3		28.8		26.1		7.5		22.1		3.2		41.1		33.7		2.61

		8223		保護者 ホゴシャ		%				あまり好ましい社会ではない		773		12		28.8		26.6		7.2		22.4		2.8		40.9		33.9		2.61

		8224		保護者 ホゴシャ		%				非常に好ましくない社会だ		50		16		28		18		12		18		8		44		30		2.65

		8225		保護者 ホゴシャ		%				《仕事内容、楽しさについて話す状況別》

		8226		保護者 ホゴシャ		%				話す・計		1071		13.3		27.1		25		7.9		22.6		4.1		40.3		33		2.62

		8227		保護者 ホゴシャ		%				よく話す		335		17.3		23.9		25.1		9.6		20.9		3.3		41.2		34.6		2.65

		8228		保護者 ホゴシャ		%				時々話す		736		11.4		28.5		25		7.2		23.4		4.5		39.9		32.2		2.61

		8229		保護者 ホゴシャ		%				話さない・計		608		15		27.3		21.9		6.3		26.3		3.3		42.3		28.1		2.72

		8230		保護者 ホゴシャ		%				ほとんど話さない		568		15		27.3		21.8		6.2		26.4		3.3		42.3		28		2.73

		8231		保護者 ホゴシャ		%				まったく話さない		40		15		27.5		22.5		7.5		25		2.5		42.5		30		2.69

		8232		保護者 ホゴシャ		%				《子どもの将来へのグローバル化の影響》

		8233		保護者 ホゴシャ		%				ある		824		11.3		27.1		29.2		10.2		20.1		2.1		38.3		39.4		2.51

		8234		保護者 ホゴシャ		%				ない		73		19.2		32.9		15.1		2.7		21.9		8.2		52.1		17.8		2.98

		8235		保護者 ホゴシャ		%				わからない		754		15.5		27.2		19.1		4.8		28.4		5		42.7		23.9		2.8

		8236		保護者 ホゴシャ		%				《子どもを留学させたいか》

		8237		保護者 ホゴシャ		%				留学させたい・計		416		13.2		26		26.9		10.6		22.6		0.7		39.2		37.5		2.55

		8238		保護者 ホゴシャ		%				留学させたい		116		17.2		25.9		23.3		14.7		19		0		43.1		37.9		2.56

		8239		保護者 ホゴシャ		%				できれば留学させたい		300		11.7		26		28.3		9		24		1		37.7		37.3		2.54

		8240		保護者 ホゴシャ		%				留学させたいと思わない・計		619		15.5		28.9		21.5		4.2		23.6		6.3		44.4		25.7		2.79

		8241		保護者 ホゴシャ		%				あまり留学させたいと思わない		291		13.4		31.3		25.4		5.8		19.6		4.5		44.7		31.3		2.69

		8242		保護者 ホゴシャ		%				留学させたいと思わない		328		17.4		26.8		18		2.7		27.1		7.9		44.2		20.7		2.91

		8243		保護者 ホゴシャ		%				どちらでもよい		619		12.1		26.7		24.9		8.2		25.5		2.6		38.8		33.1		2.59

		8244		保護者 ホゴシャ		%				《グローバル社会に通用する人材について》

		8245		保護者 ホゴシャ		%				なってほしい・計		729		13.3		26.1		28.8		10.2		20.3		1.4		39.4		39		2.54

		8246		保護者 ホゴシャ		%				ぜひなってほしい		218		17.4		21.6		23.4		14.2		23.4		0		39		37.6		2.55

		8247		保護者 ホゴシャ		%				できればなってほしい		511		11.5		28		31.1		8.4		19		2		39.5		39.5		2.54

		8248		保護者 ホゴシャ		%				なってほしいと思わない・計		81		13.6		30.9		16		3.7		27.2		8.6		44.4		19.8		2.85

		8249		保護者 ホゴシャ		%				あまりなってほしいと思わない		36		11.1		33.3		19.4		2.8		25		8.3		44.4		22.2		2.79

		8250		保護者 ホゴシャ		%				なってほしいと思わない		45		15.6		28.9		13.3		4.4		28.9		8.9		44.4		17.8		2.89

		8251		保護者 ホゴシャ		%				どちらでもよい		825		14.2		28.2		20.4		5.5		27		4.7		42.4		25.8		2.75

		8252		保護者 ホゴシャ		%				《子どもの将来へのＡＩ発達の影響》

		8253		保護者 ホゴシャ		%				ある		667		12		26.7		29.8		9.6		19.2		2.7		38.7		39.4		2.53

		8254		保護者 ホゴシャ		%				ない		65		12.3		32.3		21.5		9.2		20		4.6		44.6		30.8		2.63

		8255		保護者 ホゴシャ		%				わからない		896		14.7		27.6		20.3		5.8		27.8		3.8		42.3		26.1		2.75

		8256		保護者 ホゴシャ		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜全ベース＞》

		8257		保護者 ホゴシャ		%				利用したい・計		704		33.7		66.3		0		0		0		0		100		0		3.34

		8258		保護者 ホゴシャ		%				ぜひ利用した		237		100		0		0		0		0		0		100		0		4

		8259		保護者 ホゴシャ		%				できれば利用したい		467		0		100		0		0		0		0		100		0		3

		8260		保護者 ホゴシャ		%				利用したくない・計		533		0		0		76.2		23.8		0		0		0		100		1.76

		8261		保護者 ホゴシャ		%				あまり利用したくない		406		0		0		100		0		0		0		0		100		2

		8262		保護者 ホゴシャ		%				まったく利用したくない		127		0		0		0		100		0		0		0		100		1

		8263		保護者 ホゴシャ		%				わからない		407		0		0		0		0		100		0		0		0		0

		8264		保護者 ホゴシャ		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜進学希望者ベース＞》

		8265		保護者 ホゴシャ		%				利用したい・計		500		34.2		65.8		0		0		0		0		100		0		3.34

		8266		保護者 ホゴシャ		%				ぜひ利用した		171		100		0		0		0		0		0		100		0		4

		8267		保護者 ホゴシャ		%				できれば利用したい		329		0		100		0		0		0		0		100		0		3

		8268		保護者 ホゴシャ		%				利用したくない・計		423		0		0		74.9		25.1		0		0		0		100		1.75

		8269		保護者 ホゴシャ		%				あまり利用したくない		317		0		0		100		0		0		0		0		100		2

		8270		保護者 ホゴシャ		%				まったく利用したくない		106		0		0		0		100		0		0		0		100		1

		8271		保護者 ホゴシャ		%				わからない		249		0		0		0		0		100		0		0		0		0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33
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												Q9SQ1.貸与型の奨学金制度の利用意向＜全ベース＞

		6666		2015保護者		%				#0052				Q9SQ1.貸与型の奨学金制度の利用意向＜全ベース＞

		6667		2015保護者		%						調査数		ぜひ利用してほしい		できれば利用してほしい		あまり利用してほしくない		まったく利用してほしくない		考えたことがないのでわからない		無回答		利用してほしい・計		利用してほしくない・計		加重平均値				利用したくない・計

		6668		2015保護者		%				全体		1584		15.9		32.6		16.5		4.6		25.9		4.5		48.5		30.5		3.08				21.148989899

		6669		2015保護者		%				《続柄別》

		6670		2015保護者		%				父親		174		16.1		31		15.5		4		28.2		5.2		47.1		32.2		3.03				19.5402298851

		6671		2015保護者		%				母親		1358		15.8		32.9		16.5		4.9		25.9		4.1		48.7		30.8		3.08				21.3549337261

		6672		2015保護者		%				その他		12		0		50		16.7		0		16.7		16.7		50		16.7		3.2				16.6666666667

		6673		2015保護者		%				《子どもの性別》

		6674		2015保護者		%				男子		765		15.9		32.7		13.6		4.6		27.5		5.8		48.6		32		3.05				18.1699346405

		6675		2015保護者		%				女子		779		15.5		32.9		19.1		4.9		24.8		2.8		48.4		29.7		3.1				24.0051347882

		6676		2015保護者		%				《続柄×子どもの性別》

		6677		2015保護者		%				父親×男子		103		19.4		33		10.7		4.9		25.2		6.8		52.4		30.1		3.18				15.5339805825

		6678		2015保護者		%				父親×女子		71		11.3		28.2		22.5		2.8		32.4		2.8		39.4		35.2		2.83				25.3521126761

		6679		2015保護者		%				母親×男子		658		15.5		32.7		14		4.6		28		5.3		48.2		32.5		3.03				18.5410334347

		6680		2015保護者		%				母親×女子		699		16		33		18.9		5.2		24		2.9		49.1		29.2		3.12				24.0343347639

		6681		2015保護者		%				その他×男子		4		0		25		25		0		0		50		25		0		3.5				25

		6682		2015保護者		%				その他×女子		8		0		62.5		12.5		0		25		0		62.5		25		3.13				12.5

		6683		2015保護者		%				《所属学科別》

		6684		2015保護者		%				普通科		1255		15.8		33.8		18.3		4.9		23.6		3.7		49.6		28.4		3.14				23.187250996

		6685		2015保護者		%				専門学科		329		16.4		28		9.7		3.6		34.7		7.6		44.4		38.3		2.87				13.3738601824

		6686		2015保護者		%				総合学科		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		6687		2015保護者		%				《都道府県別》

		6688		2015保護者		%				北海道		137		16.8		29.9		23.4		7.3		18.2		4.4		46.7		25.5		3.21				30.6569343066

		6689		2015保護者		%				宮城県		193		16.1		38.3		15		3.1		22.8		4.7		54.4		25.9		3.23				18.1347150259

		6690		2015保護者		%				群馬県		213		18.3		31.5		11.3		2.3		27.2		9.4		49.8		29.6		3.12				13.6150234742

		6691		2015保護者		%				東京都		119		15.1		26.9		22.7		4.2		28.6		2.5		42		32.8		2.96				26.8907563025

		6692		2015保護者		%				三重県		197		10.7		33.5		16.2		6.1		29.4		4.1		44.2		35.5		2.89				22.3350253807

		6693		2015保護者		%				福井県		169		10.7		33.7		14.8		4.1		33.7		3		44.4		37.9		2.83				18.9349112426

		6694		2015保護者		%				兵庫県		216		14.4		32.9		13.9		5.1		29.6		4.2		47.2		34.7		2.97				18.9814814815

		6695		2015保護者		%				広島県		148		18.2		32.4		20.9		4.7		21.6		2		50.7		26.4		3.21				25.6756756757

		6696		2015保護者		%				福岡県		192		22.9		31.3		16.7		5.2		19.8		4.2		54.2		25		3.34				21.875

		6697		2015保護者		%				《高校タイプ別》

		6698		2015保護者		%				大短進学率95%以上		198		14.6		30.3		22.2		7.1		23.7		2		44.9		30.8		3.05				29.2929292929

		6699		2015保護者		%				大短進学率70～95%未満		618		14.1		34.8		20.9		5.2		23.6		1.5		48.9		28.8		3.11				26.0517799353

		6700		2015保護者		%				大短進学率40～70%未満		279		19		36.9		13.6		5.7		20.1		4.7		55.9		25.8		3.3				19.3548387097

		6701		2015保護者		%				大短進学率40%未満		489		17		28.2		10.4		2.2		32.9		9.2		45.2		35.2		2.93				12.6789366053

		6702		2015保護者		%				大短進学率70%以上上記該当校・計		816		14.2		33.7		21.2		5.6		23.7		1.6		47.9		29.3		3.09				26.8382352941

		6703		2015保護者		%				大短進学率70%未満上記該当校・計		768		17.7		31.4		11.6		3.5		28.3		7.6		49.1		31.8		3.07				15.1041666667

		6704		2015保護者		%				《希望進路別》

		6705		2015保護者		%				進学希望		946		16.2		35.9		18.7		5.4		22.3		1.5		52.1		27.7		3.19				24.1014799154

		6706		2015保護者		%				大学・短大進学		819		14.9		35.9		20.1		5.5		22.3		1.2		50.8		27.8		3.16				25.641025641

		6707		2015保護者		%				大学進学		780		15.1		35.8		20.3		5.4		22.2		1.3		50.9		27.6		3.16				25.641025641

		6708		2015保護者		%				短大進学		39		10.3		38.5		17.9		7.7		25.6		0		48.7		33.3		3				25.641025641

		6709		2015保護者		%				専門学校進学		127		24.4		36.2		9.4		4.7		22		3.1		60.6		26.8		3.37				14.1732283465

		6710		2015保護者		%				就職		225		10.2		26.7		9.3		1.8		40.9		11.1		36.9		42.7		2.59				11.1111111111

		6711		2015保護者		%				海外の大学等への進学		1		100		0		0		0		0		0		100		0		5				0

		6712		2015保護者		%				その他		12		0		33.3		16.7		8.3		33.3		8.3		33.3		41.7		2.55				25

		6713		2015保護者		%				何でもよい		377		19.4		28.4		15.9		4.5		27.3		4.5		47.7		31.8		3.08				20.424403183

		6714		2015保護者		%				無回答		23		8.7		21.7		8.7		0		0		60.9		30.4		0		4				8.6956521739

		6715		2015保護者		%				《進路について話す頻度別》

		6716		2015保護者		%				話す･計		1382		16.3		32.7		16.4		4.5		26		4.1		49		30.5		3.09				20.9117221418

		6717		2015保護者		%				よく話をする		344		20.3		32		17.7		5.2		22.7		2		52.3		27.9		3.23				22.9651162791

		6718		2015保護者		%				時々話をする		1038		14.9		32.9		16		4.2		27.1		4.8		47.9		31.3		3.05				20.2312138728

		6719		2015保護者		%				話さない･計		202		13.4		31.7		17.3		5.4		25.2		6.9		45		30.7		3.03				22.7722772277

		6720		2015保護者		%				あまり話さない		182		13.2		31.3		18.7		4.9		25.3		6.6		44.5		30.2		3.02				23.6263736264

		6721		2015保護者		%				まったく話さない		20		15		35		5		10		25		10		50		35		3.06				15

		6722		2015保護者		%				《希望進路や、進路に関する考えの認知別》

		6723		2015保護者		%				知っている・計		1439		15.6		32.8		17		4.4		26.1		4.1		48.4		30.4		3.08				21.403752606

		6724		2015保護者		%				よく知っている		629		18.1		33.4		16.5		5.9		22.9		3.2		51.5		28.8		3.19				22.4165341812

		6725		2015保護者		%				少し知っている		810		13.7		32.3		17.4		3.2		28.5		4.8		46		31.7		2.99				20.6172839506

		6726		2015保護者		%				知らない・計		144		18.8		30.6		11.8		6.9		24.3		7.6		49.3		31.3		3.14				18.75

		6727		2015保護者		%				あまり知らない		128		19.5		30.5		12.5		6.3		24.2		7		50		30.5		3.16				18.75

		6728		2015保護者		%				まったく知らない		16		12.5		31.3		6.3		12.5		25		12.5		43.8		37.5		2.93				18.75

		6729		2015保護者		%				《進路に関する悩みや不安の認知》

		6730		2015保護者		%				知っている・計		1101		16.1		32.8		18.3		5		24.7		3.2		48.9		29.7		3.11				23.2515894641

		6731		2015保護者		%				よく知っている		351		20.2		31.9		17.7		6		20.8		3.4		52.1		26.8		3.26				23.6467236467

		6732		2015保護者		%				少し知っている		750		14.1		33.2		18.5		4.5		26.5		3.1		47.3		31.1		3.04				23.0666666667

		6733		2015保護者		%				知らない・計		468		16		31.8		13		3.8		28.2		7.1		47.9		32.1		3.04				16.8803418803

		6734		2015保護者		%				あまり知らない		423		14.9		32.2		13		3.3		29.3		7.3		47		32.6		3				16.3120567376

		6735		2015保護者		%				まったく知らない		45		26.7		28.9		13.3		8.9		17.8		4.4		55.6		26.7		3.4				22.2222222222

		6736		2015保護者		%				《進路の悩みや不安のアドバイス別》

		6737		2015保護者		%				している･計		1249		16.3		33		17.1		4.9		24.8		3.9		49.2		29.7		3.11				22.0176140913

		6738		2015保護者		%				よくしている		360		20		28.6		19.7		5.6		22.2		3.9		48.6		27.8		3.19				25.2777777778

		6739		2015保護者		%				少ししている		889		14.7		34.8		16.1		4.6		25.9		3.9		49.5		30.5		3.08				20.6974128234

		6740		2015保護者		%				していない･計		326		15		31.3		14.7		3.7		29.8		5.5		46.3		33.4		2.98				18.4049079755

		6741		2015保護者		%				あまりしていない		285		14.7		31.9		14		3.2		30.2		6		46.7		33.3		2.98				17.1929824561

		6742		2015保護者		%				まったくしていない		41		17.1		26.8		19.5		7.3		26.8		2.4		43.9		34.1		3				26.8292682927

		6743		2015保護者		%				《アドバイスの難しさ別》

		6744		2015保護者		%				難しい･計		1121		16.3		33.5		18.6		4.4		23.3		3.9		49.8		27.7		3.16				23.0151650312

		6745		2015保護者		%				非常に難しい		321		14.3		27.7		22.7		4		26.2		5		42.1		30.2		3				26.7912772586

		6746		2015保護者		%				やや難しい		800		17.1		35.8		17		4.5		22.1		3.5		52.9		26.6		3.22				21.5

		6747		2015保護者		%				難しいとは感じていない		446		15.5		30.5		11.9		5.2		32.1		4.9		46		37.2		2.92				17.0403587444

		6748		2015保護者		%				その他		5		0		0		0		0		60		40		0		60		1				0

		6749		2015保護者		%				《働くことについての気がかり別》

		6750		2015保護者		%				ある		1009		15.5		33.8		17.5		4.6		23.9		4.8		49.3		28.4		3.13				22.1010901883

		6751		2015保護者		%				ない		479		17.7		31.5		14.2		4.6		28.8		3.1		49.3		33.4		3.05				18.7891440501

		6752		2015保護者		%				子どもが働くことについて考えたことがない		32		0		37.5		12.5		6.3		43.8		0		37.5		50		2.44				18.75

		6753		2015保護者		%				《未来社会の好ましさ別》

		6754		2015保護者		%				好ましい･計		441		17.5		35.4		15.4		5		24		2.7		52.8		29		3.18				20.4081632653

		6755		2015保護者		%				とても好ましい社会だ		9		22.2		22.2		11.1		0		22.2		22.2		44.4		22.2		3.29				11.1111111111

		6756		2015保護者		%				まあまあ好ましい社会だ		432		17.4		35.6		15.5		5.1		24.1		2.3		53		29.2		3.18				20.6018518519

		6757		2015保護者		%				好ましくない･計		876		16.6		33.2		17.6		4		25		3.7		49.8		29		3.13				21.5753424658

		6758		2015保護者		%				あまり好ましい社会ではない		821		16		34.3		17.7		3.7		25.2		3.2		50.3		28.9		3.13				21.3154689403

		6759		2015保護者		%				非常に好ましくない社会だ		55		25.5		16.4		16.4		9.1		21.8		10.9		41.8		30.9		3.16				25.4545454545

		6760		2015保護者		%				《仕事内容、楽しさについて話す状況別》

		6761		2015保護者		%				話す･計		1077		14.9		34.4		16.7		4.8		24.3		4.8		49.3		29.2		3.11				21.5413184773

		6762		2015保護者		%				よく話す		343		18.4		31.8		18.1		4.7		23.6		3.5		50.1		28.3		3.17				22.7405247813

		6763		2015保護者		%				時々話す		734		13.4		35.6		16.1		4.9		24.7		5.4		48.9		29.6		3.09				20.9809264305

		6764		2015保護者		%				話さない･計		472		17.6		28.8		15.9		4.4		29.9		3.4		46.4		34.3		3				20.3389830508

		6765		2015保護者		%				ほとんど話さない		442		16.7		29.9		16.3		3.8		29.9		3.4		46.6		33.7		3				20.1357466063

		6766		2015保護者		%				まったく話さない		30		30		13.3		10		13.3		30		3.3		43.3		43.3		3				23.3333333333

		6767		2015保護者		%				《子どもの将来へのグローバル化の影響》

		6768		2015保護者		%				ある		673		15.8		33.9		20.4		6.8		20.8		2.4		49.6		27.6		3.17				27.191679049

		6769		2015保護者		%				ない		61		14.8		39.3		16.4		3.3		21.3		4.9		54.1		24.6		3.24				19.6721311475

		6770		2015保護者		%				わからない		767		16.3		31.6		13		3.1		30.9		5.1		47.8		34		2.99				16.1668839635

		6771		2015保護者		%				《子どもを留学させたいか》

		6772		2015保護者		%				留学させたい・計		368		13.9		33.2		20.7		5.7		23.6		3		47		29.3		3.08				26.3586956522

		6773		2015保護者		%				留学させたい		102		12.7		33.3		18.6		10.8		21.6		2.9		46.1		32.4		3.05				29.4117647059

		6774		2015保護者		%				できれば留学させたい		266		14.3		33.1		21.4		3.8		24.4		3		47.4		28.2		3.09				25.1879699248

		6775		2015保護者		%				留学させたいと思わない・計		620		18.5		31.8		13.2		4		27.3		5.2		50.3		31.3		3.11				17.2580645161

		6776		2015保護者		%				あまり留学させたいと思わない		252		20.2		34.5		15.1		4.8		22.6		2.8		54.8		27.4		3.26				19.8412698413

		6777		2015保護者		%				留学させたいと思わない		368		17.4		29.9		12		3.5		30.4		6.8		47.3		34		3				15.4891304348

		6778		2015保護者		%				どちらでもよい		523		13.6		34		18.5		5.2		25.4		3.3		47.6		30.6		3.05				23.7093690249

		6779		2015保護者		%				《グローバル社会に通用する人材について》

		6780		2015保護者		%				なってほしい・計		648		15.4		32.7		20.1		6		22.7		3.1		48.1		28.7		3.13				26.0802469136

		6781		2015保護者		%				ぜひなってほしい		164		14		29.9		23.2		7.3		22.6		3		43.9		29.9		3.06				30.487804878

		6782		2015保護者		%				できればなってほしい		484		15.9		33.7		19		5.6		22.7		3.1		49.6		28.3		3.15				24.5867768595

		6783		2015保護者		%				なってほしいと思わない・計		87		17.2		28.7		13.8		3.4		32.2		4.6		46		35.6		2.95				17.2413793103

		6784		2015保護者		%				あまりなってほしいと思わない		53		20.8		28.3		15.1		5.7		24.5		5.7		49.1		30.2		3.16				20.7547169811

		6785		2015保護者		%				なってほしいと思わない		34		11.8		29.4		11.8		0		44.1		2.9		41.2		44.1		2.64				11.7647058824

		6786		2015保護者		%				どちらでもよい		720		16.1		33.1		15.1		3.9		27.8		4		49.2		31.7		3.06				19.0277777778

		6787		2015保護者		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜全ベース＞》

		6788		2015保護者		%				利用したい・計		768		32.8		67.2		0		0		0		0		100		0		4.33				0

		6789		2015保護者		%				ぜひ利用した		252		100		0		0		0		0		0		100		0		5				0

		6790		2015保護者		%				できれば利用したい		516		0		100		0		0		0		0		100		0		4				0

		6791		2015保護者		%				利用したくない・計		483		0		0		0		15.1		84.9		0		0		100		1.15				15.1138716356

		6792		2015保護者		%				あまり利用したくない		73		0		0		0		100		0		0		0		100		2				100

		6793		2015保護者		%				まったく利用したくない		410		0		0		0		0		100		0		0		100		1				0

		6794		2015保護者		%				わからない		262		0		0		100		0		0		0		0		0		3				100

		6795		2015保護者		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜進学希望者ベース＞》

		6796		2015保護者		%				利用したい・計		493		31		69		0		0		0		0		100		0		4.31				0

		6797		2015保護者		%				ぜひ利用した		153		100		0		0		0		0		0		100		0		5				0

		6798		2015保護者		%				できれば利用したい		340		0		100		0		0		0		0		100		0		4				0

		6799		2015保護者		%				利用したくない・計		262		0		0		0		19.5		80.5		0		0		100		1.19				19.465648855

		6800		2015保護者		%				あまり利用したくない		51		0		0		0		100		0		0		0		100		2				100

		6801		2015保護者		%				まったく利用したくない		211		0		0		0		0		100		0		0		100		1				0

		6802		2015保護者		%				わからない		177		0		0		100		0		0		0		0		0		3				100

		140		2011保護者 ホゴシャ		%		表0129








属性別

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		5				7		8		8

																												利用したい・計				利用したくない・計

																												ぜひ
利用したい		できれば
利用したい		あまり
利用したくない		まったく
利用したくない		考えたことがない
のでわからない		無回答		楽しそう・計		楽しくなさそう・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		わからない				利用したい・計		利用したくない・計		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0						2017年 ネン		全体 ゼンタイ				Q18SQ1. 貸与型の奨学金制度の利用意向<全ベース>

				6		13958		2017高校生		%		0								2017年 ネン		全体 ゼンタイ				調査数		ぜひ利用したい		できれば利用したい		あまり利用したくない		まったく利用したくない		考えたことがないのでわからない		無回答		利用したい・計		利用したくない・計		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		考えたことがないのでわからない				利用したい・計		利用したくない・計		利用したくない・計

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2017		7		13959		2017高校生		%		0		全体		●				2017年 ネン		全体 ゼンタイ				1987		9.0		22.9		15.6		4.5		46.2		1.8		32.0		20.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.2				32.0		20.1		20.1

		2017		9		13961		2017高校生		%		《性別》		男子		●				性別 セイベツ		男子 ダンシ				1064		9.2		20.2		15.9		5.0		47.9		1.8		29.4		20.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		47.9				29.4		20.9		20.9

		2017		10		13962		2017高校生		%		0		女子		●						女子 ジョシ				890		8.7		26.4		15.3		3.9		44.5		1.2		35.1		19.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		44.5				35.1		19.2		19.2

		2017		12		13964		2017高校生		%		《所属学科別》		普通科		●				学科別 ガッカベツ		普通科				1505		8.5		23.4		17.3		4.4		45.3		1.1		31.9		21.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		45.3				31.9		21.7		21.7

		2017		13		13965		2017高校生		%		0		専門学科		●						専門学科				406		10.1		21.4		9.4		4.2		50.7		4.2		31.5		13.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		50.7				31.5		13.5		13.5

		2017		14		13966		2017高校生		%		0		総合学科		●						総合学科				76		13.2		22.4		15.8		7.9		39.5		1.3		35.5		23.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		39.5				35.5		23.7		23.7

		2017		15		13967		2017高校生		%		総合学科		《都道府県別》		×				都道府県
別 トドウフケンベツ		北海道				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		16		13968		2017高校生		%		0		北海道		×						青森県				237		10.5		23.6		18.6		5.5		41.4		0.4		34.2		24.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		41.4				34.2		24.1		24.1

		2017		17		13969		2017高校生		%		0		岩手県・福島県		×						茨城県				209		9.1		23.4		20.6		6.2		40.2		0.5		32.5		26.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		40.2				32.5		26.8		26.8

		2017		18		13970		2017高校生		%		0		岩手県		×						東京都				79		7.6		17.7		25.3		7.6		41.8		―		25.3		32.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		41.8				25.3		32.9		32.9

		2017		19		13971		2017高校生		%		0		福島県		×						新潟県				130		10.0		26.9		17.7		5.4		39.2		0.8		36.9		23.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		39.2				36.9		23.1		23.1

		2017		20		13972		2017高校生		%		0		群馬県		×						愛知県				230		9.6		26.1		13.0		5.2		45.2		0.9		35.7		18.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		45.2				35.7		18.3		18.3

		2017		21		13973		2017高校生		%		0		東京都		×						大阪府				230		10.0		21.3		16.5		5.7		45.7		0.9		31.3		22.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		45.7				31.3		22.2		22.2

		2017		22		13974		2017高校生		%		0		長野県		×						鳥取県				174		10.3		21.8		10.3		5.7		46.6		5.2		32.2		16.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.6				32.2		16.1		16.1

		2017		23		13975		2017高校生		%		0		岐阜県		×						佐賀県				236		5.5		22.5		23.3		3.8		44.9		―		28.0		27.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		44.9				28.0		27.1		27.1

		2017		30		13982		2017高校生		%		《高校タイプ別》		大短進学率95％以上		●				大短
進学率別		95%以上 イジョウ				419		8.1		20.3		23.2		5.5		42.2		0.7		28.4		28.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		42.2				28.4		28.6		28.6

		2017		31		13983		2017高校生		%		0		大短進学率70～95％未満		●						70～95%未満 ミマン				694		7.3		24.1		16.9		4.5		46.7		0.6		31.4		21.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.7				31.4		21.3		21.3

		2017		32		13984		2017高校生		%		0		大短進学率40～70％未満		●						40～70%未満 ミマン				283		11.7		26.9		17.3		3.5		40.3		0.4		38.5		20.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		40.3				38.5		20.8		20.8

		2017		33		13985		2017高校生		%		0		大短進学率40％未満		●						40%未満 ミマン				591		10.3		21.7		8.0		4.2		51.3		4.6		32.0		12.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		51.3				32.0		12.2		12.2

		2017		34		13986		2017高校生		%		0		大短進学率70％以上上記該当校・計		×						70%以上・計 イジョウケイ				1113		7.6		22.6		19.2		4.9		45.0		0.6		30.3		24.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		45.0				30.3		24.1		24.1

		2017		35		13987		2017高校生		%		0		大短進学率70％未満上記該当校・計		×						70%未満・計 ミマンケイ				874		10.8		23.3		11.0		4.0		47.7		3.2		34.1		15.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		47.7				34.1		15.0		15

		2017		36		13988		2017高校生		%		大短進学率70％未満上記該当校・計		《希望進路別》		×				希望進路
別 キボウシンロベツ		進学希望・計 シンガクキボウケイ				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		38		13990		2017高校生		%		0		大学・短大進学		●						大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク				1401		9.0		24.2		17.9		4.1		44.5		0.3		33.2		22.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		44.5				33.2		22.1		22.1

		2017		39		13991		2017高校生		%		0		大学進学		●								大学進学 ダイガクシンガク		1336		9.0		24.0		18.1		4.2		44.5		0.3		32.9		22.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		44.5				32.9		22.3		22.3

		2017		40		13992		2017高校生		%		0		短大進学		●								短大進学 タンダイシンガク		56		7.1		28.6		16.1		3.6		44.6		―		35.7		19.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		44.6				35.7		19.6		19.6

		2017		41		13993		2017高校生		%		0		専門職大学		●								専門職大学進学 センモンショクダイガクシンガク		9		22.2		33.3		―		―		44.4		―		55.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		44.4				55.6		―		0

		2017		42		13994		2017高校生		%		0		専門学校		●						専門学校進学 センモンガッコウシンガク				202		11.9		29.7		13.4		4.0		40.1		1.0		41.6		17.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		40.1				41.6		17.3		17.3

		2017		43		13995		2017高校生		%		0		就職		●						就職 シュウショク				333		7.2		14.1		7.5		6.3		57.4		7.5		21.3		13.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		57.4				21.3		13.8		13.8

		2017		44		13996		2017高校生		%		0		海外の大学等への進学		×						留学 リュウガク				3		―		33.3		66.7		―		―		―		33.3		66.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				33.3		66.7		66.7

		2017		45		13997		2017高校生		%		0		フリーター・その他		×						フリーター･その他 ホカ				17		5.9		5.9		―		―		88.2		―		11.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		88.2				11.8		―		0

		2017		46		13998		2017高校生		%		0		パート・アルバイト		×								フリーター		1		―		―		―		―		100.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		100.0				―		―		0

		2017		47		13999		2017高校生		%		0		その他		×								その他 ホカ		16		6.3		6.3		―		―		87.5		―		12.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		87.5				12.5		―		0

		2017		48		14000		2017高校生		%		0		無回答		×						無回答 ムカイトウ				31		12.9		25.8		16.1		6.5		25.8		12.9		38.7		22.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		25.8				38.7		22.6		22.6

		2017		50		14002		2017高校生		%		《進路について話す頻度別》		話す・計		●				進路対話
頻度別 シンロタイワヒンドベツ		話す･計 ハナケイ				1562		9.5		24.0		15.7		4.5		44.8		1.5		33.5		20.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		44.8				33.5		20.2		20.2

		2017		51		14003		2017高校生		%		0		よく話をする		●								よく話をする ハナ		365		12.6		26.3		16.4		4.7		38.6		1.4		38.9		21.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		38.6				38.9		21.1		21.1

		2017		52		14004		2017高校生		%		0		時々話をする		●								時々話をする トキドキハナシ		1197		8.6		23.3		15.5		4.4		46.6		1.6		31.9		19.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.6				31.9		19.9		19.9

		2017		53		14005		2017高校生		%		0		話さない・計		●						話さない･計 ハナシケイ				413		6.8		19.4		15.0		4.6		51.6		2.7		26.2		19.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		51.6				26.2		19.6		19.6

		2017		54		14006		2017高校生		%		0		あまり話さない		●								あまり話さない ハナ		365		6.6		19.2		15.6		4.4		51.8		2.5		25.8		20.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		51.8				25.8		20.0		20

		2017		55		14007		2017高校生		%		0		まったく話さない		●								まったく話さない ハナ		48		8.3		20.8		10.4		6.3		50.0		4.2		29.2		16.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		50.0				29.2		16.7		16.7

		2017		56		14008		2017高校生		%		まったく話さない		《希望進路に関する保護者の認知別》		×				希望進路
に関する
保護者の
認知別 キボウシンロカンニンチベツ		知っている･計 シケイ				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		57		14009		2017高校生		%		0		知っている・計		×								よく知っている シ		1761		9.1		22.8		15.5		4.9		46.1		1.6		31.9		20.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.1				31.9		20.4		20.4

		2017		58		14010		2017高校生		%		0		よく知っている		×								少し知っている スコシ		912		11.3		20.1		15.8		5.3		46.1		1.5		31.4		21.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.1				31.4		21.1		21.1

		2017		59		14011		2017高校生		%		0		少し知っている		×						知らない･計 シケイ				849		6.8		25.7		15.2		4.5		46.2		1.6		32.5		19.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.2				32.5		19.7		19.7

		2017		60		14012		2017高校生		%		0		知らない・計		×								あまり知らない シ		219		7.8		24.2		16.4		1.4		47.0		3.2		32.0		17.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		47.0				32.0		17.8		17.8

		2017		61		14013		2017高校生		%		0		あまり知らない		×								まったく知らない シ		194		8.2		25.8		16.0		1.5		46.4		2.1		34.0		17.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.4				34.0		17.5		17.5

		2017		62		14014		2017高校生		%		あまり知らない		まったく知らない		×				進路の
悩み不安
に関する
保護者の
認知別 シンロナヤフアンカンホゴシャニンチベツ		知っている･計 シケイ				25		4.0		12.0		20.0		―		52.0		12.0		16.0		20.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		52.0				16.0		20.0		20

		2017		63		14015		2017高校生		%		0		《進路の悩み不安に関する保護者の認知別》		×								よく知っている シ		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		64		14016		2017高校生		%		0		知っている・計		×								少し知っている スコシ		1315		9.2		24.1		14.7		4.3		46.2		1.6		33.3		18.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.2				33.3		18.9		18.9

		2017		65		14017		2017高校生		%		0		よく知っている		×						知らない･計 シケイ				380		13.9		22.4		12.9		4.2		44.2		2.4		36.3		17.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		44.2				36.3		17.1		17.1

		2017		66		14018		2017高校生		%		0		少し知っている		×								あまり知らない シ		935		7.3		24.8		15.4		4.3		47.0		1.3		32.1		19.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		47.0				32.1		19.7		19.7

		2017		67		14019		2017高校生		%		0		知らない・計		×								まったく知らない シ		657		8.7		20.7		17.5		5.0		46.1		2.0		29.4		22.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.1				29.4		22.5		22.5

		2017		68		14020		2017高校生		%		知らない・計		あまり知らない		×				進路検討
時の
気持ち別 シンロケントウジキモベツ		自分の可能性が広がるようで、楽しい				538		9.1		22.1		18.6		5.0		43.9		1.3		31.2		23.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		43.9				31.2		23.6		23.6

		2017		69		14021		2017高校生		%		0		まったく知らない		×						自分の将来にそんなにいいことはない、考えてもつまらない				119		6.7		14.3		12.6		5.0		56.3		5.0		21.0		17.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		56.3				21.0		17.6		17.6

		2017		70		14022		2017高校生		%		0		《進路を考える時の高校生の気持ち別》		×						考えること自体がめんどうくさい				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		71		14023		2017高校生		%		0		楽しい気持ち・計		×						進路のことより、もっと考えたいことがある				455		9.9		20.7		17.1		6.4		44.4		1.5		30.5		23.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		44.4				30.5		23.5		23.5

		2017		72		14024		2017高校生		%		0		楽しい気持ち		×						今が楽しければいいので先のことは考えない				127		16.5		21.3		15.0		7.1		38.6		1.6		37.8		22.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		38.6				37.8		22.0		22

		2017		73		14025		2017高校生		%		0		どちらかといえば楽しい気持ち		×						自分がどうなってしまうのか不安になる				328		7.3		20.4		18.0		6.1		46.6		1.5		27.7		24.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.6				27.7		24.1		24.1

		2017		74		14026		2017高校生		%		0		不安な気持ち・計		×						その他				1427		9.1		24.7		15.1		4.0		45.6		1.6		33.8		19.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		45.6				33.8		19.1		19.1

		2017		75		14027		2017高校生		%		不安な気持ち・計		どちらかというと不安		×				アドバイス
希望別 キボウベツ		希望あり･計 キボウケイ				823		9.1		25.0		15.4		3.9		44.8		1.7		34.1		19.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		44.8				34.1		19.3		19.3

		2017		76		14028		2017高校生		%		0		不安な気持ち		×								たくさん		604		9.1		24.2		14.6		4.1		46.5		1.5		33.3		18.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.5				33.3		18.7		18.7

		2017		77		14029		2017高校生		%		0		考えたことがない		×								ある程度 テイド		97		3.1		8.2		15.5		3.1		64.9		5.2		11.3		18.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		64.9				11.3		18.6		18.6

		2017		78		14030		2017高校生		%		0		《進路選択に際してアドバイス希望別》		×						希望なし･計 キボウケイ				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		79		14031		2017高校生		%		0		アドバイス希望あり・計		×								あまりほしくない		1243		8.8		24.2		14.7		3.9		46.7		1.7		33.0		18.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.7				33.0		18.6		18.6

		2017		80		14032		2017高校生		%		0		たくさんアドバイスしてほしい		×								いらない		241		12.4		22.8		10.8		5.0		47.3		1.7		35.3		15.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		47.3				35.3		15.8		15.8

		2017		86		14038		2017高校生		%		《進路選択に関する保護者の態度別》		干渉・計		●				進路選択
に関する
保護者の
態度別 シンロセンタクカンホゴシャタイドベツ		干渉･計 カンショウケイ				493		11.6		23.9		19.7		4.5		39.6		0.8		35.5		24.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		39.6				35.5		24.1		24.1

		2017		87		14039		2017高校生		%		0		干渉しすぎる		●								干渉しすぎる カンショウ		88		14.8		28.4		15.9		5.7		33.0		2.3		43.2		21.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		33.0				43.2		21.6		21.6

		2017		88		14040		2017高校生		%		0		やや干渉しすぎる		●								やや干渉しすぎる カンショウ		405		10.9		23.0		20.5		4.2		41.0		0.5		33.8		24.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		41.0				33.8		24.7		24.7

		2017		89		14041		2017高校生		%		0		ちょうどいい		●						ちょうどいい				1276		7.8		22.3		13.8		4.9		49.3		2.0		30.0		18.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		49.3				30.0		18.7		18.7

		2017		90		14042		2017高校生		%		0		無関心・計		●						無関心･計 ムカンシンケイ				205		10.7		25.4		17.1		2.0		44.4		0.5		36.1		19.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		44.4				36.1		19.0		19

		2017		91		14043		2017高校生		%		0		やや無関心		●								やや無関心 ムカンシン		183		11.5		24.6		18.6		2.2		42.6		0.5		36.1		20.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		42.6				36.1		20.8		20.8

		2017		92		14044		2017高校生		%		0		無関心すぎる		●								無関心すぎる ムカンシン		22		4.5		31.8		4.5		―		59.1		―		36.4		4.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		59.1				36.4		4.5		4.5

		2017		93		14045		2017高校生		%		無関心すぎる		《家庭でのキャリア教育経験別１》		▲				家庭内
キャリア
教育
経験別 カテイナイキョウイクケイケンベツ		高い				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		94		14046		2017高校生		%		0		高い		▲						中				142		23.9		20.4		16.9		3.5		33.8		1.4		44.4		20.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		33.8				44.4		20.4		20.4

		2017		95		14047		2017高校生		%		0		中		▲						低い				1146		7.7		24.5		15.4		4.0		46.9		1.6		32.2		19.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.9				32.2		19.4		19.4

		2017		96		14048		2017高校生		%		中		低い		▲				家族に自分の本音を話してきた カゾクジブンホンネハナ		あてはまる･計 ケイ				699		8.2		20.9		15.7		5.4		47.6		2.1		29.0		21.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		47.6				29.0		21.2		21.2

		2017		97		14049		2017高校生		%		0		《家庭でのキャリア教育経験別２》		▲						あてはまらない･計 ケイ				0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		98		14050		2017高校生		%		0		Ａ．褒められている：ある・計		▲				厳しくしつけられてきた キビ		あてはまる･計 ケイ				945		10.8		22.8		16.9		4.1		44.1		1.3		33.5		21.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		44.1				33.5		21.1		21.1

		2017		99		14051		2017高校生		%		0		Ａ．褒められている：どちらともいえない		▲						あてはまらない･計 ケイ				704		6.5		24.0		13.6		5.5		48.2		2.1		30.5		19.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		48.2				30.5		19.2		19.2

		2017		100		14052		2017高校生		%		0		Ａ．褒められている：ない・計		▲				よくほめられてきた		あてはまる･計 ケイ				320		9.4		21.9		16.3		2.8		48.8		0.9		31.3		19.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		48.8				31.3		19.1		19.1

		2017		101		14053		2017高校生		%		0		Ｂ．夢や目標を大切に：ある・計		▲						あてはまらない･計 ケイ				745		10.9		25.1		17.3		4.4		41.5		0.8		36.0		21.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		41.5				36.0		21.7		21.7

		2017		102		14054		2017高校生		%		0		Ｂ．夢や目標を大切に：どちらともいえない		▲				｢あなたの将来は明るい｣と言われてきた ショウライアカイ		あてはまる･計 ケイ				769		7.4		23.0		14.0		4.2		48.9		2.5		30.4		18.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		48.9				30.4		18.2		18.2

		2017		103		14055		2017高校生		%		0		Ｂ．夢や目標を大切に：ない・計		▲						あてはまらない･計 ケイ				456		8.8		19.5		15.8		5.0		49.8		1.1		28.3		20.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		49.8				28.3		20.8		20.8

		2017		104		14056		2017高校生		%		0		Ｃ．自分で選択し責任を持つ：ある・計		▲				｢夢や目標を持つことは大切｣と言われてきた ユメモクヒョウモタイセツイ		あてはまる･計 ケイ				1034		10.2		24.3		16.2		4.5		43.3		1.5		34.4		20.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		43.3				34.4		20.8		20.8

		2017		105		14057		2017高校生		%		0		Ｃ．自分で選択し責任を持つ：どちらともいえない		▲						あてはまらない･計 ケイ				640		6.7		21.4		15.0		4.2		50.8		1.9		28.1		19.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		50.8				28.1		19.2		19.2

		2017		106		14058		2017高校生		%		0		Ｃ．自分で選択し責任を持つ：ない・計		▲				｢自分で選択し責任を持つ｣よう言われてきた ジブンセンタクセキニンモイ		あてはまる･計 ケイ				295		9.8		22.4		15.3		4.7		46.8		1.0		32.2		20.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.8				32.2		20.0		20

		2017		107		14059		2017高校生		%		0		Ｄ．あなたの意見が尊重される：ある・計		▲						あてはまらない･計 ケイ				1314		9.4		23.7		14.8		4.0		47.0		1.1		33.1		18.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		47.0				33.1		18.8		18.8

		2017		108		14060		2017高校生		%		0		Ｄ．あなたの意見が尊重される：どちらともいえない		▲				｢自分で選択し責任を持つ｣体験をしてきた ジブンセンタクセキニンモタイケン		あてはまる･計 ケイ				500		8.6		21.6		16.8		5.2		45.8		2.0		30.2		22.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		45.8				30.2		22.0		22

		2017		109		14061		2017高校生		%		0		Ｄ．あなたの意見が尊重される：ない・計		▲						あてはまらない･計 ケイ				152		7.2		22.4		19.7		5.3		42.8		2.6		29.6		25.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		42.8				29.6		25.0		25

		2017		110		14062		2017高校生		%		Ｄ．あなたの意見が尊重される：ない・計		Ｅ．励ましてくれる：ある・計		×				未来社会
展望別 ミライシャカイテンボウベツ		好ましい･計 コノケイ				986		10.1		22.0		15.6		4.3		46.6		1.4		32.2		19.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.6				32.2		19.9		19.9

		2017		111		14063		2017高校生		%		0		Ｅ．励ましてくれる：どちらともいえない		×								とても好ましい コノ		690		8.0		25.4		14.3		4.2		46.2		1.9		33.3		18.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.2				33.3		18.6		18.6

		2017		112		14064		2017高校生		%		0		Ｅ．励ましてくれる：ない・計		×								まあまあ好ましい コノ		292		7.9		20.9		18.8		5.8		45.5		1.0		28.8		24.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		45.5				28.8		24.7		24.7

		2017		113		14065		2017高校生		%		0		Ｆ．頭ごなしに否定されない：ある・計		×						好ましくない･計 コノケイ				911		10.1		23.8		14.9		4.7		45.1		1.3		33.9		19.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		45.1				33.9		19.6		19.6

		2017		114		14066		2017高校生		%		0		Ｆ．頭ごなしに否定されない：どちらともいえない		×								あまり好ましくない コノ		760		8.8		21.3		15.5		3.8		48.7		1.8		30.1		19.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		48.7				30.1		19.3		19.3

		2017		115		14067		2017高校生		%		0		Ｆ．頭ごなしに否定されない：ない・計		×								非常に好ましくない ヒジョウコノ		296		6.4		24.7		18.6		5.4		43.6		1.4		31.1		24.0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		43.6				31.1		24.0		24

		2017		116		14068		2017高校生		%		Ｆ．頭ごなしに否定されない：ない・計		Ｇ．先回りして考えてくれる：ある・計		×				進路選択
意識別		考えている・計				593		12.1		21.9		15.9		3.4		44.4		2.4		34.1		19.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		44.4				34.1		19.2		19.2

		2017		117		14069		2017高校生		%		0		Ｇ．先回りして考えてくれる：どちらともいえない		×								かなり考えている		903		7.9		24.0		15.0		4.9		46.8		1.4		31.9		19.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.8				31.9		19.8		19.8

		2017		118		14070		2017高校生		%		0		Ｇ．先回りして考えてくれる：ない・計		×								ある程度考えている		474		7.4		22.6		16.9		5.1		47.5		0.6		30.0		21.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		47.5				30.0		21.9		21.9

		2017		119		14071		2017高校生		%		0		Ｈ．決めたり手伝ったりする：ある・計		×						考えていない・計				647		12.5		22.7		17.0		3.4		43.1		1.2		35.2		20.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		43.1				35.2		20.4		20.4

		2017		120		14072		2017高校生		%		0		Ｈ．決めたり手伝ったりする：どちらともいえない		×						　あまり考えていない		あまり考えていない		833		7.4		24.4		14.9		4.7		46.8		1.8		31.8		19.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.8				31.8		19.6		19.6

		2017		121		14073		2017高校生		%		0		Ｈ．決めたり手伝ったりする：ない・計		×						　まったく考えていない		まったく考えていない		489		7.2		21.3		15.3		5.5		49.5		1.2		28.4		20.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		49.5				28.4		20.9		20.9

		2017		122		14074		2017高校生		%		Ｈ．決めたり手伝ったりする：ない・計		Ｉ．干渉をしない：ある・計		×				なぜ学ぶ
対話別 マナタイワベツ		対話あり タイワ				598		11.5		21.7		16.7		3.3		44.5		2.2		33.3		20.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		44.5				33.3		20.1		20.1

		2017		123		14075		2017高校生		%		0		Ｉ．干渉をしない：どちらともいえない		×						対話なし タイワ				874		8.4		23.9		13.4		5.1		47.6		1.6		32.3		18.5		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		47.6				32.3		18.5		18.5

		2017		124		14076		2017高校生		%		Ｉ．干渉をしない：どちらともいえない		Ｉ．干渉をしない：ない・計		×				なぜ働く
対話別 ハタラタイワベツ		対話あり タイワ				493		7.1		22.9		18.3		4.7		46.5		0.6		30.0		22.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.5				30.0		22.9		22.9

		2017		125		14077		2017高校生		%		0		Ｊ．ニュースや社会の動き：ある・計		×						対話なし タイワ				798		9.8		23.2		18.5		5.1		42.2		1.1		33.0		23.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		42.2				33.0		23.7		23.7

		2017		162		14114		2017高校生		%		《仕事内容、楽しさについて話す状況別》		話す・計		●				保護者と
仕事内容
楽しさ
について
話す状況
別 ハナジョウキョウ		話す･計 ハナケイ				833		10.1		25.1		17.2		4.4		41.9		1.3		35.2		21.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		41.9				35.2		21.6		21.6

		2017		163		14115		2017高校生		%		0		よく話す		●								よく話す ハナ		259		13.1		23.6		17.8		6.2		39.0		0.4		36.7		23.9		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		39.0				36.7		23.9		23.9

		2017		164		14116		2017高校生		%		0		時々話す		●								時々話す トキドキハナ		574		8.7		25.8		16.9		3.7		43.2		1.7		34.5		20.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		43.2				34.5		20.6		20.6

		2017		165		14117		2017高校生		%		0		話さない・計		●						話さない･計 ハナシケイ				1144		8.1		21.5		14.6		4.5		49.5		1.7		29.6		19.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		49.5				29.6		19.1		19.1

		2017		166		14118		2017高校生		%		0		あまり話さない		●								ほとんど話さない ハナ		949		8.1		21.9		13.7		4.6		50.2		1.5		30.0		18.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		50.2				30.0		18.3		18.3

		2017		167		14119		2017高校生		%		0		まったく話さない		●								まったく話さない ハナ		195		8.2		19.5		19.0		4.1		46.2		3.1		27.7		23.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.2				27.7		23.1		23.1

		2017		149		14101		2017高校生		%		《自己進路実現可能感別》		思う・計		▲				自己進路
実現可能
感別		思う・計				1459		9.7		21.9		16.0		4.9		45.7		1.9		31.6		20.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		45.7				31.6		20.8		20.8

		2017		150		14102		2017高校生		%		0		そう思う		▲						　そう思う		そう思う		327		14.4		17.7		18.3		8.3		39.4		1.8		32.1		26.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		39.4				32.1		26.6		26.6

		2017		151		14103		2017高校生		%		0		ややそう思う		▲						　ややそう思う		ややそう思う		1132		8.4		23.1		15.3		3.9		47.5		1.9		31.4		19.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		47.5				31.4		19.2		19.2

		2017		152		14104		2017高校生		%		0		思わない・計		▲						思わない・計				518		6.9		25.5		14.7		3.5		47.9		1.5		32.4		18.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		47.9				32.4		18.1		18.1

		2017		153		14105		2017高校生		%		0		あまり思わない		▲						　あまり思わない		あまり思わない		463		6.5		26.6		14.5		3.2		47.7		1.5		33.0		17.7		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		47.7				33.0		17.7		17.7

		2017		154		14106		2017高校生		%		0		まったく思わない		▲						　まったく思わない		まったく思わない		55		10.9		16.4		16.4		5.5		49.1		1.8		27.3		21.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		49.1				27.3		21.8		21.8

		2017		142		14094		2017高校生		%		《進路選択の意識別》		考えている・計		△				将来へのクローバル化影響 ショウライカエイキョウ		ある				1619		9.6		23.2		16.1		4.6		44.6		1.9		32.8		20.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		44.6				32.8		20.8		20.8

		2017		143		14095		2017高校生		%		0		かなり考えている		△						ない				413		13.3		23.0		18.2		8.2		36.6		0.7		36.3		26.4		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		36.6				36.3		26.4		26.4

		2017		144		14096		2017高校生		%		0		ある程度考えている		△						わからない				1206		8.4		23.2		15.4		3.4		47.3		2.2		31.6		18.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		47.3				31.6		18.8		18.8

		2017		146		14098		2017高校生		%		考えていない・計		あまり考えていない		△				グローバル社会に通用する人材　意向別 シャカイツウヨウジンザイイコウベツ		なりたい・計				347		5.5		22.2		13.3		4.0		53.9		1.2		27.7		17.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		53.9				27.7		17.3		17.3

		2017		147		14099		2017高校生		%		0		まったく考えていない		△								ぜひなりたい		15		20.0		20.0		13.3		―		40.0		6.7		40.0		13.3		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		40.0				40.0		13.3		13.3

		2017		148		14100		2017高校生		%		0		《自己進路実現可能感別》		△								できればなりたい		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2017		149		14101		2017高校生		%		0		思う・計		△						なりたいと思わない・計				1459		9.7		21.9		16.0		4.9		45.7		1.9		31.6		20.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		45.7				31.6		20.8		20.8

		2017		150		14102		2017高校生		%		0		そう思う		△								あまり思わない		327		14.4		17.7		18.3		8.3		39.4		1.8		32.1		26.6		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		39.4				32.1		26.6		26.6

		2017		151		14103		2017高校生		%		0		ややそう思う		△								なりたいと思わない		1132		8.4		23.1		15.3		3.9		47.5		1.9		31.4		19.2		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		47.5				31.4		19.2		19.2

		2017		×												×

		2017		×												×

		2017		×												×

		2017		×												×

		2017		×												×

		2017		×												×

		2017		×												×

																				高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【高校生】2017年 コウコウセイネン

																				集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Q18SQ1. 貸与型の奨学金制度の利用意向<全ベース>

																				グラフタイトル→				貸与型奨学金制度の利用意向 タイヨガタショウガクキンセイドリヨウイコウ

																				回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		単一回答 タンイツカイトウ

		10pt																【高校生】2017年　貸与型奨学金制度の利用意向（全体／単一回答）

		10.5																								（％）		利用したい・計				利用したくない・計								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		わからない				利用したい・計		利用したくない・計		加重
平均値

		40.5																										ぜひ
利用したい		できれば
利用したい		あまり
利用したくない		まったく
利用したくない		考えたことがない
のでわからない		無回答		楽しそう・計		楽しくなさそう・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																										●凡例

																●		0		2017年		全体				(n= ???1987 )																																																																																																																				32.0		20.1		20.10

																●		0		性別		男子				(n= ???1064 )																																																																																																																				29.4		20.9		20.90

																●		0				女子				(n= ???890 )																																																																																																																				35.1		19.2		19.20

																●		0		学科別		普通科				(n= ???1505 )																																																																																																																				31.9		21.7		21.70

																●		0				専門学科				(n= ???406 )																																																																																																																				31.5		13.5		13.50

																●		0				総合学科				(n= ???76 )																																																																																																																				35.5		23.7		23.70

																×		0		都道府県
別		北海道				(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																×		0				青森県				(n= ???237 )																																																																																																																				34.2		24.1		24.10

																×		0				茨城県				(n= ???209 )																																																																																																																				32.5		26.8		26.80

																×		0				東京都				(n= ???79 )																																																																																																																				25.3		32.9		32.90

																×		0				新潟県				(n= ???130 )																																																																																																																				36.9		23.1		23.10

																×		0				愛知県				(n= ???230 )																																																																																																																				35.7		18.3		18.30

																×		0				大阪府				(n= ???230 )																																																																																																																				31.3		22.2		22.20

																×		0				鳥取県				(n= ???174 )																																																																																																																				32.2		16.1		16.10

																×		0				佐賀県				(n= ???236 )																																																																																																																				28.0		27.1		27.10

																●		0		大短
進学率別		95%以上				(n= ???419 )																																																																																																																				28.4		28.6		28.60

																●		0				70～95%未満				(n= ???694 )																																																																																																																				31.4		21.3		21.30

																●		0				40～70%未満				(n= ???283 )																																																																																																																				38.5		20.8		20.80

																●		0				40%未満				(n= ???591 )																																																																																																																				32.0		12.2		12.20

																×		0				70%以上・計				(n= ???1113 )																																																																																																																				30.3		24.1		24.10

																×		0				70%未満・計				(n= ???874 )																																																																																																																				34.1		15.0		15.00

																×		0		希望進路
別		進学希望・計				(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																●		0				大学短大進学				(n= ???1401 )																																																																																																																				33.2		22.1		22.10

																●		0				0		大学進学		(n= ???1336 )																																																																																																																				32.9		22.3		22.30

																●		0				0		短大進学		(n= ???56 )																																																																																																																				35.7		19.6		19.60

																●		0				0		専門職大学進学		(n= ???9 )																																																																																																																				55.6		―		―

																●		0				専門学校進学				(n= ???202 )																																																																																																																				41.6		17.3		17.30

																●		0				就職				(n= ???333 )																																																																																																																				21.3		13.8		13.80

																×		0				留学				(n= ???3 )																																																																																																																				33.3		66.7		66.70

																×		0				フリーター･その他				(n= ???17 )																																																																																																																				11.8		―		―

																×		0				0		フリーター		(n= ???1 )																																																																																																																				―		―		―

																×		0				0		その他		(n= ???16 )																																																																																																																				12.5		―		―

																×		0				無回答				(n= ???31 )																																																																																																																				38.7		22.6		22.60

																●		0		進路対話
頻度別		話す･計				(n= ???1562 )																																																																																																																				33.5		20.2		20.20

																●		0				0		よく話をする		(n= ???365 )																																																																																																																				38.9		21.1		21.10

																●		0				0		時々話をする		(n= ???1197 )																																																																																																																				31.9		19.9		19.90

																●		0				話さない･計				(n= ???413 )																																																																																																																				26.2		19.6		19.60

																●		0				0		あまり話さない		(n= ???365 )																																																																																																																				25.8		20.0		20.00

																●		0				0		まったく話さない		(n= ???48 )																																																																																																																				29.2		16.7		16.70

																×		0		希望進路
に関する
保護者の
認知別		知っている･計				(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																×		0				0		よく知っている		(n= ???1761 )																																																																																																																				31.9		20.4		20.40

																×		0				0		少し知っている		(n= ???912 )																																																																																																																				31.4		21.1		21.10

																×		0				知らない･計				(n= ???849 )																																																																																																																				32.5		19.7		19.70

																×		0				0		あまり知らない		(n= ???219 )																																																																																																																				32.0		17.8		17.80

																×		0				0		まったく知らない		(n= ???194 )																																																																																																																				34.0		17.5		17.50

																×		0		進路の
悩み不安
に関する
保護者の
認知別		知っている･計				(n= ???25 )																																																																																																																				16.0		20.0		20.00

																×		0				0		よく知っている		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																×		0				0		少し知っている		(n= ???1315 )																																																																																																																				33.3		18.9		18.90

																×		0				知らない･計				(n= ???380 )																																																																																																																				36.3		17.1		17.10

																×		0				0		あまり知らない		(n= ???935 )																																																																																																																				32.1		19.7		19.70

																×		0				0		まったく知らない		(n= ???657 )																																																																																																																				29.4		22.5		22.50

																×		0		進路検討
時の
気持ち別		自分の可能性が広がるようで、楽しい				(n= ???538 )																																																																																																																				31.2		23.6		23.60

																×		0				自分の将来にそんなにいいことはない、考えてもつまらない				(n= ???119 )																																																																																																																				21.0		17.6		17.60

																×		0				考えること自体がめんどうくさい				(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																×		0				進路のことより、もっと考えたいことがある				(n= ???455 )																																																																																																																				30.5		23.5		23.50

																×		0				今が楽しければいいので先のことは考えない				(n= ???127 )																																																																																																																				37.8		22.0		22.00

																×		0				自分がどうなってしまうのか不安になる				(n= ???328 )																																																																																																																				27.7		24.1		24.10

																×		0				その他				(n= ???1427 )																																																																																																																				33.8		19.1		19.10

																×		0		アドバイス
希望別		希望あり･計				(n= ???823 )																																																																																																																				34.1		19.3		19.30

																×		0				0		たくさん		(n= ???604 )																																																																																																																				33.3		18.7		18.70

																×		0				0		ある程度		(n= ???97 )																																																																																																																				11.3		18.6		18.60

																×		0				希望なし･計				(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																×		0				0		あまりほしくない		(n= ???1243 )																																																																																																																				33.0		18.6		18.60

																×		0				0		いらない		(n= ???241 )																																																																																																																				35.3		15.8		15.80

																●		0		進路選択
に関する
保護者の
態度別		干渉･計				(n= ???493 )																																																																																																																				35.5		24.1		24.10

																●		0				0		干渉しすぎる		(n= ???88 )																																																																																																																				43.2		21.6		21.60

																●		0				0		やや干渉しすぎる		(n= ???405 )																																																																																																																				33.8		24.7		24.70

																●		0				ちょうどいい				(n= ???1276 )																																																																																																																				30.0		18.7		18.70

																●		0				無関心･計				(n= ???205 )																																																																																																																				36.1		19.0		19.00

																●		0				0		やや無関心		(n= ???183 )																																																																																																																				36.1		20.8		20.80

																●		0				0		無関心すぎる		(n= ???22 )																																																																																																																				36.4		4.5		4.50

																▲		0		家庭内
キャリア
教育
経験別		高い				(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																▲		0				中				(n= ???142 )																																																																																																																				44.4		20.4		20.40

																▲		0				低い				(n= ???1146 )																																																																																																																				32.2		19.4		19.40

																▲		0		家族に自分の本音を話してきた		あてはまる･計				(n= ???699 )																																																																																																																				29.0		21.2		21.20

																▲		0				あてはまらない･計				(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																▲		0		厳しくしつけられてきた		あてはまる･計				(n= ???945 )																																																																																																																				33.5		21.1		21.10

																▲		0				あてはまらない･計				(n= ???704 )																																																																																																																				30.5		19.2		19.20

																▲		0		よくほめられてきた		あてはまる･計				(n= ???320 )																																																																																																																				31.3		19.1		19.10

																▲		0				あてはまらない･計				(n= ???745 )																																																																																																																				36.0		21.7		21.70

																▲		0		｢あなたの将来は明るい｣と言われてきた		あてはまる･計				(n= ???769 )																																																																																																																				30.4		18.2		18.20

																▲		0				あてはまらない･計				(n= ???456 )																																																																																																																				28.3		20.8		20.80

																▲		0		｢夢や目標を持つことは大切｣と言われてきた		あてはまる･計				(n= ???1034 )																																																																																																																				34.4		20.8		20.80

																▲		0				あてはまらない･計				(n= ???640 )																																																																																																																				28.1		19.2		19.20

																▲		0		｢自分で選択し責任を持つ｣よう言われてきた		あてはまる･計				(n= ???295 )																																																																																																																				32.2		20.0		20.00

																▲		0				あてはまらない･計				(n= ???1314 )																																																																																																																				33.1		18.8		18.80

																▲		0		｢自分で選択し責任を持つ｣体験をしてきた		あてはまる･計				(n= ???500 )																																																																																																																				30.2		22.0		22.00

																▲		0				あてはまらない･計				(n= ???152 )																																																																																																																				29.6		25.0		25.00

																×		0		未来社会
展望別		好ましい･計				(n= ???986 )																																																																																																																				32.2		19.9		19.90

																×		0						とても好ましい		(n= ???690 )																																																																																																																				33.3		18.6		18.60

																×		0						まあまあ好ましい		(n= ???292 )																																																																																																																				28.8		24.7		24.70

																×		0				好ましくない･計				(n= ???911 )																																																																																																																				33.9		19.6		19.60

																×		0						あまり好ましくない		(n= ???760 )																																																																																																																				30.1		19.3		19.30

																×		0						非常に好ましくない		(n= ???296 )																																																																																																																				31.1		24.0		24.00

																×		0		進路選択
意識別		考えている・計				(n= ???593 )																																																																																																																				34.1		19.2		19.20

																×		0						かなり考えている		(n= ???903 )																																																																																																																				31.9		19.8		19.80

																×		0						ある程度考えている		(n= ???474 )																																																																																																																				30.0		21.9		21.90

																×		0				考えていない・計				(n= ???647 )																																																																																																																				35.2		20.4		20.40

																×		0						あまり考えていない		(n= ???833 )																																																																																																																				31.8		19.6		19.60

																×		0						まったく考えていない		(n= ???489 )																																																																																																																				28.4		20.9		20.90

																×		0		なぜ学ぶ
対話別		対話あり				(n= ???598 )																																																																																																																				33.3		20.1		20.10

																×		0				対話なし				(n= ???874 )																																																																																																																				32.3		18.5		18.50

																×		0		なぜ働く
対話別		対話あり				(n= ???493 )																																																																																																																				30.0		22.9		22.90

																×		0				対話なし				(n= ???798 )																																																																																																																				33.0		23.7		23.70

																●		0		保護者と
仕事内容
楽しさ
について
話す状況
別		話す･計				(n= ???833 )																																																																																																																				35.2		21.6		21.60

																●		0						よく話す		(n= ???259 )																																																																																																																				36.7		23.9		23.90

																●		0						時々話す		(n= ???574 )																																																																																																																				34.5		20.6		20.60

																●		0				話さない･計				(n= ???1144 )																																																																																																																				29.6		19.1		19.10

																●		0						ほとんど話さない		(n= ???949 )																																																																																																																				30.0		18.3		18.30

																●		0						まったく話さない		(n= ???195 )																																																																																																																				27.7		23.1		23.10

														これは表示でOK→ ヒョウジ		▲		0		自己進路
実現可能
感別		思う・計				(n= ???1459 )																																																																																																																				31.6		20.8		20.80

														これは表示でOK→ ヒョウジ		▲		0						そう思う		(n= ???327 )																																																																																																																				32.1		26.6		26.60

														これは表示でOK→ ヒョウジ		▲		0						ややそう思う		(n= ???1132 )																																																																																																																				31.4		19.2		19.20

														これは表示でOK→ ヒョウジ		▲		0				思わない・計				(n= ???518 )																																																																																																																				32.4		18.1		18.10

														これは表示でOK→ ヒョウジ		▲		0						あまり思わない		(n= ???463 )																																																																																																																				33.0		17.7		17.70

														これは表示でOK→ ヒョウジ		▲		0						まったく思わない		(n= ???55 )																																																																																																																				27.3		21.8		21.80

														グローバル化設問以外はタタミ→ カセツモンイガイ		△		0		将来へのクローバル化影響		ある				(n= ???1619 )																																																																																																																				32.8		20.8		20.80

														グローバル化設問以外はタタミ→ カセツモンイガイ		△		0				ない				(n= ???413 )																																																																																																																				36.3		26.4		26.40

														グローバル化設問以外はタタミ→ カセツモンイガイ		△		0				わからない				(n= ???1206 )																																																																																																																				31.6		18.8		18.80

														グローバル化設問以外はタタミ→ カセツモンイガイ		△		0		グローバル社会に通用する人材　意向別		なりたい・計				(n= ???347 )																																																																																																																				27.7		17.3		17.30

														グローバル化設問以外はタタミ→ カセツモンイガイ		△		0						ぜひなりたい		(n= ???15 )																																																																																																																				40.0		13.3		13.30

														グローバル化設問以外はタタミ→ カセツモンイガイ		△		0						できればなりたい		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

														グローバル化設問以外はタタミ→ カセツモンイガイ		△		0				なりたいと思わない・計				(n= ???1459 )																																																																																																																				31.6		20.8		20.80

														グローバル化設問以外はタタミ→ カセツモンイガイ		△		0				0		あまり思わない		(n= ???327 )																																																																																																																				32.1		26.6		26.60

														グローバル化設問以外はタタミ→ カセツモンイガイ		△		0				0		なりたいと思わない		(n= ???1132 )																																																																																																																				31.4		19.2		19.20

																										※小計：｢2017年全体｣より ショウケイネンゼンタイ		10pt以上高い イジョウタカ		5pt以上高い イジョウタカ		10pt以上低い イジョウヒク																																																																																																																				0

																																																																																																																																																				0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



属性別

		





時系列_全体

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		5				7		8		8

																												利用したい・計				利用したくない・計

																												ぜひ
利用したい		できれば
利用したい		あまり
利用したくない		まったく
利用したくない		考えたことがない
のでわからない		無回答		楽しそう・計		楽しくなさそう・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		わからない				利用したい・計		利用したくない・計		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0								2017年 ネン		全体 ゼンタイ		Q18SQ1. 貸与型の奨学金制度の利用意向<全ベース>

				6		13958		2017高校生		%		0										2017年 ネン		全体 ゼンタイ		調査数		ぜひ利用したい		できれば利用したい		あまり利用したくない		まったく利用したくない		考えたことがないのでわからない		無回答		利用したい・計		利用したくない・計		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		考えたことがないのでわからない				利用したい・計		利用したくない・計		利用したくない・計

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2017		7		13959		2017高校生		%		0		全体								2017年 ネン		全体 ゼンタイ		1987.0		9.0		22.9		15.6		4.5		46.2		1.8		32.0		20.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		46.2				32.0		20.1		20.1

		2015		7		10771		2015高校生		%		0		全体								2015年 ネン		全体 ゼンタイ		1887.0		11.4		24.6		13.5		4.4		42.6		3.4		36.0		17.9		2.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		42.6				36.0		17.9		17.9

		2013		7		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2011		7		0		0		0		0		0								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2009		7		0		0		0		0		0								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2007		7		0		0		0		0		0								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2005		7		0		0		0		0		0								2005年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2003		7		0		0		0		0		0								2003年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2015		34		10798		2015高校生		%		0		大学・短大進学								2015年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1148		14.3		25.5		16.4		3.7		39.4		0.7		39.8		20.1		2.84		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		39.4				39.8		20.1		20.1

		2013		34		0		0		0		0		0								2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		34		0		0		0		0		0								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		26		0		0		0		0		0								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		8		0		0		0		0		0								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		16		0		0		0		0		0								2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2015		37		10801		2015高校生		%		0		専門学校進学								2015年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		278		11.9		36.3		12.6		1.4		36.7		1.1		48.2		14		2.94		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.7				48.2		14		14

		2013		37		0		0		0		0		0								2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		37		0		0		0		0		0								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		27		0		0		0		0		0								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		9		0		0		0		0		0								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		17		0		0		0		0		0								2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2015		38		10802		2015高校生		%		0		就職								2015年 ネン		就職 シュウショク		383		4.7		14.9		6.5		8.1		58.2		7.6		19.6		14.6		2.47		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58.2				19.6		14.6		14.6

		2013		38		0		0		0		0		0								2013年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		38		0		0		0		0		0								2011年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		28		0		0		0		0		0								2009年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		10		0		0		0		0		0								2007年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		18		0		0		0		0		0								2005年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																								高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【高校生】時系列 コウコウセイジケイレツ

																								集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Q18SQ1. 貸与型の奨学金制度の利用意向<全ベース>

																								グラフタイトル→				貸与型奨学金制度の利用意向

																								回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体		／		単一回答

		10pt																		【高校生】時系列　貸与型奨学金制度の利用意向（全体／単一回答）

		10.5																								（％）		利用したい・計				利用したくない・計								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		わからない				利用したい・計		利用したくない・計		加重
平均値

		40.5																										ぜひ
利用したい		できれば
利用したい		あまり
利用したくない		まったく
利用したくない		考えたことがない
のでわからない		無回答		楽しそう・計		楽しくなさそう・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																										●凡例

																						2017年		全体		(n= ???1987 )																																																																																																																				32.0		20.1		20.10

																						2015年		全体		(n= ???1887 )																																																																																																																				36.0		17.9		17.90

																						2013年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2003年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2015年		大学短大進学		(n= ???1148 )																																																																																																																				39.8		20.1		20.10

																						2013年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2015年		専門学校進学		(n= ???278 )																																																																																																																				48.2		14.0		14.00

																						2013年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2015年		就職		(n= ???383 )																																																																																																																				19.6		14.6		14.60

																						2013年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																																																																																																																																																				0

																																																																																																																																																				0





時系列_全体

		





時系列_大短進学

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		5				7		8		8

																												利用したい・計				利用したくない・計

																												ぜひ
利用したい		できれば
利用したい		あまり
利用したくない		まったく
利用したくない		考えたことがない
のでわからない		無回答		楽しそう・計		楽しくなさそう・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		わからない				利用したい・計		利用したくない・計		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0								2017年 ネン		全体 ゼンタイ		Q18SQ1. 貸与型の奨学金制度の利用意向<全ベース>

				6		13958		2017高校生		%		0										2017年 ネン		全体 ゼンタイ		調査数		ぜひ利用したい		できれば利用したい		あまり利用したくない		まったく利用したくない		考えたことがないのでわからない		無回答		利用したい・計		利用したくない・計		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		考えたことがないのでわからない				利用したい・計		利用したくない・計		利用したくない・計

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2017		7		13959		2017高校生		%		0		全体								2017年 ネン		全体 ゼンタイ		1987		9		22.9		15.6		4.5		46.2		1.8		32		20.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		46.2				32		20.1		17.9

		2013		7		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		7		0		0		0		0		0								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		7		0		0		0		0		0								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		7		0		0		0		0		0								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		7		0		0		0		0		0								2005年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2003		7		0		0		0		0		0								2003年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2017		38		13990		2017高校生		%		0		大学・短大進学								2017年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1401		9.0		24.2		17.9		4.1		44.5		0.3		33.2		22.1		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		44.5				33.2		22.1		14.6

		2015		34		10798		2015高校生		%		0		大学・短大進学								2015年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1148		14.3		25.5		16.4		3.7		39.4		0.7		39.8		20.1		2.8		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		39.4				39.8		20.1		20.1

		2013		34		0		0		0		0		0								2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2011		34		0		0		0		0		0								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2009		26		0		0		0		0		0								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2007		8		0		0		0		0		0								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―		―				―		―		0

		2005		16		0		0		0		0		0								2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2015		37		10801		2015高校生		%		0		専門学校進学								2015年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		278		11.9		36.3		12.6		1.4		36.7		1.1		48.2		14		2.94		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.7				48.2		14		14

		2013		37		0		0		0		0		0								2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		37		0		0		0		0		0								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		27		0		0		0		0		0								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		9		0		0		0		0		0								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		17		0		0		0		0		0								2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2015		38		10802		2015高校生		%		0		就職								2015年 ネン		就職 シュウショク		383		4.7		14.9		6.5		8.1		58.2		7.6		19.6		14.6		2.47		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58.2				19.6		14.6		14.6

		2013		38		0		0		0		0		0								2013年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		38		0		0		0		0		0								2011年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		28		0		0		0		0		0								2009年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		10		0		0		0		0		0								2007年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		18		0		0		0		0		0								2005年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																								高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【高校生】時系列 コウコウセイジケイレツ

																								集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Q18SQ1. 貸与型の奨学金制度の利用意向<全ベース>

																								グラフタイトル→				貸与型奨学金制度の利用意向

																								回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体		／		単一回答

																								回答対象「全体」のときは→になります カイトウタイショウゼンタイ				大学・短大進学希望者： ダイガクタンダイシンガクキボウシャ

		10pt																		【高校生】時系列　貸与型奨学金制度の利用意向（大学・短大進学希望者：全体／単一回答）

		10.5																								（％）		利用したい・計				利用したくない・計								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		わからない				利用したい・計		利用したくない・計		加重
平均値

		40.5																										ぜひ
利用したい		できれば
利用したい		あまり
利用したくない		まったく
利用したくない		考えたことがない
のでわからない		無回答		楽しそう・計		楽しくなさそう・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																										●凡例

																						2017年		全体		(n= ???1987 )																																																																																																																				32.0		20.1		17.90

																						2013年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2003年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2017年		大学短大進学		(n= ???1401 )																																																																																																																				33.2		22.1		14.60

																						2015年		大学短大進学		(n= ???1148 )																																																																																																																				39.8		20.1		20.10

																						2013年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2013年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2015年		就職		(n= ???383 )																																																																																																																				19.6		14.6		14.60

																						2013年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																																																																																																																																																				0

																																																																																																																																																				0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



時系列_大短進学

		





×時系列_もと

						-5		-4		-3		-2		-1												0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		5				6		7		8

																												利用したい・計				利用したくない・計

																												ぜひ
利用したい		できれば
利用したい		あまり
利用したくない		まったく
利用したくない		考えたことがない
のでわからない		無回答		好ましくない・計		加重平均値																																																																																																無回答				利用したい・計		利用したくない・計		加重
平均値

																										調査数 チョウサスウ		×4		×3		×2		×1

				3		0		0		0		0		0								2015年 ネン		全体 ゼンタイ		Q17SQ1.貸与型の奨学金制度の利用意向＜全ベース＞

				6		10770		2015高校生		%		0										2015年 ネン		全体 ゼンタイ		調査数		ぜひ利用したい		できれば利用したい		あまり利用したくない		まったく利用したくない		考えたことがないのでわからない		無回答		利用したい・計		利用したくない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		考えたことがないのでわからない				無回答		利用したい・計		利用したくない・計

																										●凡例 ハンレイ		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1

		2015		7		10771		2015高校生		%		0		全体								2015年 ネン		全体 ゼンタイ		1887		11.4		24.6		13.5		4.4		42.6		3.4		36		17.9		2.8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		42.6				3.4		36		17.9

		2013		7		0		0		0		0		0								2013年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		7		0		0		0		0		0								2011年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		7		0		0		0		0		0								2009年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		7		0		0		0		0		0								2007年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		7		0		0		0		0		0								2005年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2003		7		0		0		0		0		0								2003年 ネン		全体 ゼンタイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2015		34		10798		2015高校生		%		0		大学・短大進学								2015年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		1148		14.3		25.5		16.4		3.7		39.4		0.7		39.8		20.1		2.84		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		39.4				0.7		39.8		20.1

		2013		34		0		0		0		0		0								2013年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		34		0		0		0		0		0								2011年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		26		0		0		0		0		0								2009年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		8		0		0		0		0		0								2007年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		16		0		0		0		0		0								2005年 ネン		大学短大進学 ダイガクタンダイシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2015		37		10801		2015高校生		%		0		専門学校進学								2015年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		278		11.9		36.3		12.6		1.4		36.7		1.1		48.2		14		2.94		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		36.7				1.1		48.2		14

		2013		37		0		0		0		0		0								2013年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		37		0		0		0		0		0								2011年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		27		0		0		0		0		0								2009年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		9		0		0		0		0		0								2007年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		17		0		0		0		0		0								2005年 ネン		専門学校進学 センモンガッコウシンガク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2015		38		10802		2015高校生		%		0		就職								2015年 ネン		就職 シュウショク		383		4.7		14.9		6.5		8.1		58.2		7.6		19.6		14.6		2.47		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58.2				7.6		19.6		14.6

		2013		38		0		0		0		0		0								2013年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2011		38		0		0		0		0		0								2011年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2009		28		0		0		0		0		0								2009年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2007		10		0		0		0		0		0								2007年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

		2005		18		0		0		0		0		0								2005年 ネン		就職 シュウショク		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0

																								高校生or保護者 コウコウセイホゴシャ				【高校生】時系列 コウコウセイジケイレツ

																								集計表タイトル（うえから引用） シュウケイヒョウインヨウ				Q17SQ1.貸与型の奨学金制度の利用意向＜全ベース＞

																								グラフタイトル→				貸与型奨学金制度の利用意向

																								回答対象と形式 カイトウタイショウケイシキ				全体 ゼンタイ		／		単一回答 タンイツカイトウ

		10pt																		【高校生】時系列　貸与型奨学金制度の利用意向（全体／単一回答）

		10.5																								（％）		利用したい・計				利用したくない・計				考えたことがない
のでわからない		無回答		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		無回答				利用したい・計		利用したくない・計		加重
平均値

		40.5																										ぜひ
利用したい		できれば
利用したい		あまり
利用したくない		まったく
利用したくない						好ましくない・計		加重平均値		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10.5																										×4		×3		×2		×1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																										●凡例

																						2015年		全体		(n= ???1887 )																																																																																																																				3.4		36.0		17.90

																						2013年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2003年		全体		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2015年		大学短大進学		(n= ???1148 )																																																																																																																				0.7		39.8		20.10

																						2013年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		大学短大進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2015年		専門学校進学		(n= ???278 )																																																																																																																				1.1		48.2		14.00

																						2013年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		専門学校進学		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2015年		就職		(n= ???383 )																																																																																																																				7.6		19.6		14.60

																						2013年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2011年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2009年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2007年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																						2005年		就職		(n= ???0 )																																																																																																																				―		―		―

																																																																																																																																																				0

																																																																																																																																																				0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33



×時系列_もと
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												Q18SQ1. 貸与型の奨学金制度の利用意向<全ベース>

		13957		2017高校生 コウコウセイ		%				#0075				Q18SQ1. 貸与型の奨学金制度の利用意向<全ベース>

		13958		2017高校生 コウコウセイ		%						調査数		ぜひ利用したい		できれば利用したい		あまり利用したくない		まったく利用したくない		考えたことがないのでわからない		無回答		利用したい・計		利用したくない・計

		13959		2017高校生 コウコウセイ		%				全体		1987		9		22.9		15.6		4.5		46.2		1.8		32		20.1

		13960		2017高校生 コウコウセイ		%				《性別》

		13961		2017高校生 コウコウセイ		%				男子		1064		9.2		20.2		15.9		5		47.9		1.8		29.4		20.9

		13962		2017高校生 コウコウセイ		%				女子		890		8.7		26.4		15.3		3.9		44.5		1.2		35.1		19.2

		13963		2017高校生 コウコウセイ		%				《所属学科別》

		13964		2017高校生 コウコウセイ		%				普通科		1505		8.5		23.4		17.3		4.4		45.3		1.1		31.9		21.7

		13965		2017高校生 コウコウセイ		%				専門学科		406		10.1		21.4		9.4		4.2		50.7		4.2		31.5		13.5

		13966		2017高校生 コウコウセイ		%				総合学科		76		13.2		22.4		15.8		7.9		39.5		1.3		35.5		23.7

		13967		2017高校生 コウコウセイ		%				《都道府県別》

		13968		2017高校生 コウコウセイ		%				北海道		237		10.5		23.6		18.6		5.5		41.4		0.4		34.2		24.1

		13969		2017高校生 コウコウセイ		%				岩手県・福島県		209		9.1		23.4		20.6		6.2		40.2		0.5		32.5		26.8

		13970		2017高校生 コウコウセイ		%				岩手県		79		7.6		17.7		25.3		7.6		41.8		0		25.3		32.9

		13971		2017高校生 コウコウセイ		%				福島県		130		10		26.9		17.7		5.4		39.2		0.8		36.9		23.1

		13972		2017高校生 コウコウセイ		%				群馬県		230		9.6		26.1		13		5.2		45.2		0.9		35.7		18.3

		13973		2017高校生 コウコウセイ		%				東京都		230		10		21.3		16.5		5.7		45.7		0.9		31.3		22.2

		13974		2017高校生 コウコウセイ		%				長野県		174		10.3		21.8		10.3		5.7		46.6		5.2		32.2		16.1

		13975		2017高校生 コウコウセイ		%				岐阜県		236		5.5		22.5		23.3		3.8		44.9		0		28		27.1

		13976		2017高校生 コウコウセイ		%				大阪府・和歌山県		211		8.1		23.2		10.4		1.9		51.2		5.2		31.3		12.3

		13977		2017高校生 コウコウセイ		%				大阪府		134		8.2		21.6		9		3		50.7		7.5		29.9		11.9

		13978		2017高校生 コウコウセイ		%				和歌山県		77		7.8		26		13		0		51.9		1.3		33.8		13

		13979		2017高校生 コウコウセイ		%				岡山県		220		7.7		21.8		15.5		3.2		50.9		0.9		29.5		18.6

		13980		2017高校生 コウコウセイ		%				長崎県		240		10.4		22.5		10.8		3.3		50		2.9		32.9		14.2

		13981		2017高校生 コウコウセイ		%				《高校タイプ別》

		13982		2017高校生 コウコウセイ		%				大短進学率95％以上		419		8.1		20.3		23.2		5.5		42.2		0.7		28.4		28.6

		13983		2017高校生 コウコウセイ		%				大短進学率70～95％未満		694		7.3		24.1		16.9		4.5		46.7		0.6		31.4		21.3

		13984		2017高校生 コウコウセイ		%				大短進学率40～70％未満		283		11.7		26.9		17.3		3.5		40.3		0.4		38.5		20.8

		13985		2017高校生 コウコウセイ		%				大短進学率40％未満		591		10.3		21.7		8		4.2		51.3		4.6		32		12.2

		13986		2017高校生 コウコウセイ		%				大短進学率70％以上上記該当校・計		1113		7.6		22.6		19.2		4.9		45		0.6		30.3		24.1

		13987		2017高校生 コウコウセイ		%				大短進学率70％未満上記該当校・計		874		10.8		23.3		11		4		47.7		3.2		34.1		15

		13988		2017高校生 コウコウセイ		%				《希望進路別》

		13989		2017高校生 コウコウセイ		%				進学希望		1603		9.4		24.9		17.3		4.1		43.9		0.4		34.2		21.5

		13990		2017高校生 コウコウセイ		%				大学・短大進学		1401		9		24.2		17.9		4.1		44.5		0.3		33.2		22.1

		13991		2017高校生 コウコウセイ		%				大学進学		1336		9		24		18.1		4.2		44.5		0.3		32.9		22.3

		13992		2017高校生 コウコウセイ		%				短大進学		56		7.1		28.6		16.1		3.6		44.6		0		35.7		19.6

		13993		2017高校生 コウコウセイ		%				専門職大学		9		22.2		33.3		0		0		44.4		0		55.6		0

		13994		2017高校生 コウコウセイ		%				専門学校		202		11.9		29.7		13.4		4		40.1		1		41.6		17.3

		13995		2017高校生 コウコウセイ		%				就職		333		7.2		14.1		7.5		6.3		57.4		7.5		21.3		13.8

		13996		2017高校生 コウコウセイ		%				海外の大学等への進学		3		0		33.3		66.7		0		0		0		33.3		66.7

		13997		2017高校生 コウコウセイ		%				フリーター・その他		17		5.9		5.9		0		0		88.2		0		11.8		0

		13998		2017高校生 コウコウセイ		%				パート・アルバイト		1		0		0		0		0		100		0		0		0

		13999		2017高校生 コウコウセイ		%				その他		16		6.3		6.3		0		0		87.5		0		12.5		0

		14000		2017高校生 コウコウセイ		%				無回答		31		12.9		25.8		16.1		6.5		25.8		12.9		38.7		22.6

		14001		2017高校生 コウコウセイ		%				《進路について話す頻度別》

		14002		2017高校生 コウコウセイ		%				話す・計		1562		9.5		24		15.7		4.5		44.8		1.5		33.5		20.2

		14003		2017高校生 コウコウセイ		%				よく話をする		365		12.6		26.3		16.4		4.7		38.6		1.4		38.9		21.1

		14004		2017高校生 コウコウセイ		%				時々話をする		1197		8.6		23.3		15.5		4.4		46.6		1.6		31.9		19.9

		14005		2017高校生 コウコウセイ		%				話さない・計		413		6.8		19.4		15		4.6		51.6		2.7		26.2		19.6

		14006		2017高校生 コウコウセイ		%				あまり話さない		365		6.6		19.2		15.6		4.4		51.8		2.5		25.8		20

		14007		2017高校生 コウコウセイ		%				まったく話さない		48		8.3		20.8		10.4		6.3		50		4.2		29.2		16.7

		14008		2017高校生 コウコウセイ		%				《希望進路に関する保護者の認知別》

		14009		2017高校生 コウコウセイ		%				知っている・計		1761		9.1		22.8		15.5		4.9		46.1		1.6		31.9		20.4

		14010		2017高校生 コウコウセイ		%				よく知っている		912		11.3		20.1		15.8		5.3		46.1		1.5		31.4		21.1

		14011		2017高校生 コウコウセイ		%				少し知っている		849		6.8		25.7		15.2		4.5		46.2		1.6		32.5		19.7

		14012		2017高校生 コウコウセイ		%				知らない・計		219		7.8		24.2		16.4		1.4		47		3.2		32		17.8

		14013		2017高校生 コウコウセイ		%				あまり知らない		194		8.2		25.8		16		1.5		46.4		2.1		34		17.5

		14014		2017高校生 コウコウセイ		%				まったく知らない		25		4		12		20		0		52		12		16		20

		14015		2017高校生 コウコウセイ		%				《進路の悩み不安に関する保護者の認知別》

		14016		2017高校生 コウコウセイ		%				知っている・計		1315		9.2		24.1		14.7		4.3		46.2		1.6		33.3		18.9

		14017		2017高校生 コウコウセイ		%				よく知っている		380		13.9		22.4		12.9		4.2		44.2		2.4		36.3		17.1

		14018		2017高校生 コウコウセイ		%				少し知っている		935		7.3		24.8		15.4		4.3		47		1.3		32.1		19.7

		14019		2017高校生 コウコウセイ		%				知らない・計		657		8.7		20.7		17.5		5		46.1		2		29.4		22.5

		14020		2017高校生 コウコウセイ		%				あまり知らない		538		9.1		22.1		18.6		5		43.9		1.3		31.2		23.6

		14021		2017高校生 コウコウセイ		%				まったく知らない		119		6.7		14.3		12.6		5		56.3		5		21		17.6

		14022		2017高校生 コウコウセイ		%				《進路を考える時の高校生の気持ち別》

		14023		2017高校生 コウコウセイ		%				楽しい気持ち・計		455		9.9		20.7		17.1		6.4		44.4		1.5		30.5		23.5

		14024		2017高校生 コウコウセイ		%				楽しい気持ち		127		16.5		21.3		15		7.1		38.6		1.6		37.8		22

		14025		2017高校生 コウコウセイ		%				どちらかといえば楽しい気持ち		328		7.3		20.4		18		6.1		46.6		1.5		27.7		24.1

		14026		2017高校生 コウコウセイ		%				不安な気持ち・計		1427		9.1		24.7		15.1		4		45.6		1.6		33.8		19.1

		14027		2017高校生 コウコウセイ		%				どちらかというと不安		823		9.1		25		15.4		3.9		44.8		1.7		34.1		19.3

		14028		2017高校生 コウコウセイ		%				不安な気持ち		604		9.1		24.2		14.6		4.1		46.5		1.5		33.3		18.7

		14029		2017高校生 コウコウセイ		%				考えたことがない		97		3.1		8.2		15.5		3.1		64.9		5.2		11.3		18.6

		14030		2017高校生 コウコウセイ		%				《進路選択に際してアドバイス希望別》

		14031		2017高校生 コウコウセイ		%				アドバイス希望あり・計		1243		8.8		24.2		14.7		3.9		46.7		1.7		33		18.6

		14032		2017高校生 コウコウセイ		%				たくさんアドバイスしてほしい		241		12.4		22.8		10.8		5		47.3		1.7		35.3		15.8

		14033		2017高校生 コウコウセイ		%				ある程度アドバイスしてほしい		1002		7.9		24.6		15.7		3.6		46.6		1.7		32.4		19.3

		14034		2017高校生 コウコウセイ		%				アドバイス希望なし・計		716		9.6		20.8		17.3		5.6		45		1.7		30.4		22.9

		14035		2017高校生 コウコウセイ		%				あまりアドバイスしてほしくない		405		8.1		21		18		5.2		46.4		1.2		29.1		23.2

		14036		2017高校生 コウコウセイ		%				アドバイスはいらない		311		11.6		20.6		16.4		6.1		43.1		2.3		32.2		22.5

		14037		2017高校生 コウコウセイ		%				《進路選択に関する保護者の態度別》

		14038		2017高校生 コウコウセイ		%				干渉・計		493		11.6		23.9		19.7		4.5		39.6		0.8		35.5		24.1

		14039		2017高校生 コウコウセイ		%				干渉しすぎる		88		14.8		28.4		15.9		5.7		33		2.3		43.2		21.6

		14040		2017高校生 コウコウセイ		%				やや干渉しすぎる		405		10.9		23		20.5		4.2		41		0.5		33.8		24.7

		14041		2017高校生 コウコウセイ		%				ちょうどいい		1276		7.8		22.3		13.8		4.9		49.3		2		30		18.7

		14042		2017高校生 コウコウセイ		%				無関心・計		205		10.7		25.4		17.1		2		44.4		0.5		36.1		19

		14043		2017高校生 コウコウセイ		%				やや無関心		183		11.5		24.6		18.6		2.2		42.6		0.5		36.1		20.8

		14044		2017高校生 コウコウセイ		%				無関心すぎる		22		4.5		31.8		4.5		0		59.1		0		36.4		4.5

		14045		2017高校生 コウコウセイ		%				《家庭でのキャリア教育経験別１》

		14046		2017高校生 コウコウセイ		%				高い		142		23.9		20.4		16.9		3.5		33.8		1.4		44.4		20.4

		14047		2017高校生 コウコウセイ		%				中		1146		7.7		24.5		15.4		4		46.9		1.6		32.2		19.4

		14048		2017高校生 コウコウセイ		%				低い		699		8.2		20.9		15.7		5.4		47.6		2.1		29		21.2

		14049		2017高校生 コウコウセイ		%				《家庭でのキャリア教育経験別２》

		14050		2017高校生 コウコウセイ		%				Ａ．褒められている：ある・計		945		10.8		22.8		16.9		4.1		44.1		1.3		33.5		21.1

		14051		2017高校生 コウコウセイ		%				Ａ．褒められている：どちらともいえない		704		6.5		24		13.6		5.5		48.2		2.1		30.5		19.2

		14052		2017高校生 コウコウセイ		%				Ａ．褒められている：ない・計		320		9.4		21.9		16.3		2.8		48.8		0.9		31.3		19.1

		14053		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｂ．夢や目標を大切に：ある・計		745		10.9		25.1		17.3		4.4		41.5		0.8		36		21.7

		14054		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｂ．夢や目標を大切に：どちらともいえない		769		7.4		23		14		4.2		48.9		2.5		30.4		18.2

		14055		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｂ．夢や目標を大切に：ない・計		456		8.8		19.5		15.8		5		49.8		1.1		28.3		20.8

		14056		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｃ．自分で選択し責任を持つ：ある・計		1034		10.2		24.3		16.2		4.5		43.3		1.5		34.4		20.8

		14057		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｃ．自分で選択し責任を持つ：どちらともいえない		640		6.7		21.4		15		4.2		50.8		1.9		28.1		19.2

		14058		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｃ．自分で選択し責任を持つ：ない・計		295		9.8		22.4		15.3		4.7		46.8		1		32.2		20

		14059		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｄ．あなたの意見が尊重される：ある・計		1314		9.4		23.7		14.8		4		47		1.1		33.1		18.8

		14060		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｄ．あなたの意見が尊重される：どちらともいえない		500		8.6		21.6		16.8		5.2		45.8		2		30.2		22

		14061		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｄ．あなたの意見が尊重される：ない・計		152		7.2		22.4		19.7		5.3		42.8		2.6		29.6		25

		14062		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｅ．励ましてくれる：ある・計		986		10.1		22		15.6		4.3		46.6		1.4		32.2		19.9

		14063		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｅ．励ましてくれる：どちらともいえない		690		8		25.4		14.3		4.2		46.2		1.9		33.3		18.6

		14064		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｅ．励ましてくれる：ない・計		292		7.9		20.9		18.8		5.8		45.5		1		28.8		24.7

		14065		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｆ．頭ごなしに否定されない：ある・計		911		10.1		23.8		14.9		4.7		45.1		1.3		33.9		19.6

		14066		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｆ．頭ごなしに否定されない：どちらともいえない		760		8.8		21.3		15.5		3.8		48.7		1.8		30.1		19.3

		14067		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｆ．頭ごなしに否定されない：ない・計		296		6.4		24.7		18.6		5.4		43.6		1.4		31.1		24

		14068		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｇ．先回りして考えてくれる：ある・計		593		12.1		21.9		15.9		3.4		44.4		2.4		34.1		19.2

		14069		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｇ．先回りして考えてくれる：どちらともいえない		903		7.9		24		15		4.9		46.8		1.4		31.9		19.8

		14070		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｇ．先回りして考えてくれる：ない・計		474		7.4		22.6		16.9		5.1		47.5		0.6		30		21.9

		14071		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｈ．決めたり手伝ったりする：ある・計		647		12.5		22.7		17		3.4		43.1		1.2		35.2		20.4

		14072		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｈ．決めたり手伝ったりする：どちらともいえない		833		7.4		24.4		14.9		4.7		46.8		1.8		31.8		19.6

		14073		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｈ．決めたり手伝ったりする：ない・計		489		7.2		21.3		15.3		5.5		49.5		1.2		28.4		20.9

		14074		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｉ．干渉をしない：ある・計		598		11.5		21.7		16.7		3.3		44.5		2.2		33.3		20.1

		14075		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｉ．干渉をしない：どちらともいえない		874		8.4		23.9		13.4		5.1		47.6		1.6		32.3		18.5

		14076		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｉ．干渉をしない：ない・計		493		7.1		22.9		18.3		4.7		46.5		0.6		30		22.9

		14077		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｊ．ニュースや社会の動き：ある・計		798		9.8		23.2		18.5		5.1		42.2		1.1		33		23.7

		14078		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｊ．ニュースや社会の動き：どちらともいえない		625		9.1		22.7		13		4.5		48.8		1.9		31.8		17.4

		14079		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｊ．ニュースや社会の動き：ない・計		538		7.4		23		14.7		3.5		49.6		1.7		30.5		18.2

		14080		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｋ．地域とのかかわり：ある・計		452		13.5		26.3		13.5		5.8		39.8		1.1		39.8		19.2

		14081		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｋ．地域とのかかわり：どちらともいえない		689		7.7		23.7		14.7		4.6		47.6		1.7		31.3		19.3

		14082		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｋ．地域とのかかわり：ない・計		822		7.4		20.7		17.9		3.6		48.8		1.6		28.1		21.5

		14083		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｌ．高校での生活：ある・計		1042		10		23.6		16.4		4.3		44.5		1.2		33.6		20.7

		14084		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｌ．高校での生活：どちらともいえない		541		7.4		25.1		13.7		5.2		46.6		2		32.5		18.9

		14085		2017高校生 コウコウセイ		%				Ｌ．高校での生活：ない・計		385		8.6		18.2		16.6		3.9		50.9		1.8		26.8		20.5

		14086		2017高校生 コウコウセイ		%				《未来社会の好ましさ別》

		14087		2017高校生 コウコウセイ		%				好ましい・計		1024		9.1		24.4		13.6		4.3		47.4		1.3		33.5		17.9

		14088		2017高校生 コウコウセイ		%				とても好ましい社会だ		90		24.4		16.7		8.9		5.6		42.2		2.2		41.1		14.4

		14089		2017高校生 コウコウセイ		%				まあまあ好ましい社会だ		934		7.6		25.2		14		4.2		47.9		1.2		32.8		18.2

		14090		2017高校生 コウコウセイ		%				好ましくない・計		890		9.1		22.1		18.4		4.9		44.3		1.1		31.2		23.4

		14091		2017高校生 コウコウセイ		%				あまり好ましい社会ではない		774		9		22.9		18.2		4.8		43.9		1.2		31.9		23

		14092		2017高校生 コウコウセイ		%				非常に好ましくない社会だ		116		9.5		17.2		19.8		6		46.6		0.9		26.7		25.9

		14093		2017高校生 コウコウセイ		%				《進路選択の意識別》

		14094		2017高校生 コウコウセイ		%				考えている・計		1619		9.6		23.2		16.1		4.6		44.6		1.9		32.8		20.8

		14095		2017高校生 コウコウセイ		%				かなり考えている		413		13.3		23		18.2		8.2		36.6		0.7		36.3		26.4

		14096		2017高校生 コウコウセイ		%				ある程度考えている		1206		8.4		23.2		15.4		3.4		47.3		2.2		31.6		18.8

		14097		2017高校生 コウコウセイ		%				考えていない・計		362		6.1		22.1		13.3		3.9		53.3		1.4		28.2		17.1

		14098		2017高校生 コウコウセイ		%				あまり考えていない		347		5.5		22.2		13.3		4		53.9		1.2		27.7		17.3

		14099		2017高校生 コウコウセイ		%				まったく考えていない		15		20		20		13.3		0		40		6.7		40		13.3

		14100		2017高校生 コウコウセイ		%				《自己進路実現可能感別》

		14101		2017高校生 コウコウセイ		%				思う・計		1459		9.7		21.9		16		4.9		45.7		1.9		31.6		20.8

		14102		2017高校生 コウコウセイ		%				そう思う		327		14.4		17.7		18.3		8.3		39.4		1.8		32.1		26.6

		14103		2017高校生 コウコウセイ		%				ややそう思う		1132		8.4		23.1		15.3		3.9		47.5		1.9		31.4		19.2

		14104		2017高校生 コウコウセイ		%				思わない・計		518		6.9		25.5		14.7		3.5		47.9		1.5		32.4		18.1

		14105		2017高校生 コウコウセイ		%				あまり思わない		463		6.5		26.6		14.5		3.2		47.7		1.5		33		17.7

		14106		2017高校生 コウコウセイ		%				まったく思わない		55		10.9		16.4		16.4		5.5		49.1		1.8		27.3		21.8

		14107		2017高校生 コウコウセイ		%				《なぜ勉強するのか話す状況別》

		14108		2017高校生 コウコウセイ		%				ある		339		10.3		24.5		13.6		4.7		44.8		2.1		34.8		18.3

		14109		2017高校生 コウコウセイ		%				なし		1627		8.5		22.5		16.2		4.4		46.9		1.5		31		20.6

		14110		2017高校生 コウコウセイ		%				《なぜ働くのか話す状況別》

		14111		2017高校生 コウコウセイ		%				ある		286		12.6		23.4		16.1		4.5		41.3		2.1		36		20.6

		14112		2017高校生 コウコウセイ		%				なし		1681		8.3		22.8		15.7		4.4		47.4		1.5		31.1		20.1

		14113		2017高校生 コウコウセイ		%				《仕事内容、楽しさについて話す状況別》

		14114		2017高校生 コウコウセイ		%				話す・計		833		10.1		25.1		17.2		4.4		41.9		1.3		35.2		21.6

		14115		2017高校生 コウコウセイ		%				よく話す		259		13.1		23.6		17.8		6.2		39		0.4		36.7		23.9

		14116		2017高校生 コウコウセイ		%				時々話す		574		8.7		25.8		16.9		3.7		43.2		1.7		34.5		20.6

		14117		2017高校生 コウコウセイ		%				話さない・計		1144		8.1		21.5		14.6		4.5		49.5		1.7		29.6		19.1

		14118		2017高校生 コウコウセイ		%				あまり話さない		949		8.1		21.9		13.7		4.6		50.2		1.5		30		18.3

		14119		2017高校生 コウコウセイ		%				まったく話さない		195		8.2		19.5		19		4.1		46.2		3.1		27.7		23.1

		14120		2017高校生 コウコウセイ		%				《自分の将来へのグローバル化の影響》

		14121		2017高校生 コウコウセイ		%				ある		1090		9.6		24.5		19.3		5		40.6		1		34.1		24.2

		14122		2017高校生 コウコウセイ		%				ない		218		9.2		26.6		15.6		7.3		39.9		1.4		35.8		22.9

		14123		2017高校生 コウコウセイ		%				わからない		646		7.7		19.3		9.6		2.6		58.4		2.3		27.1		12.2

		14124		2017高校生 コウコウセイ		%				《グローバル社会に通用する人材について》

		14125		2017高校生 コウコウセイ		%				なりたい・計		1136		10.2		25.1		17.6		3.9		42		1.2		35.3		21.5

		14126		2017高校生 コウコウセイ		%				ぜひなりたい		548		13		23		17.7		4		40.7		1.6		35.9		21.7

		14127		2017高校生 コウコウセイ		%				できればなりたい		588		7.7		27		17.5		3.7		43.2		0.9		34.7		21.3

		14128		2017高校生 コウコウセイ		%				なりたいと思わない・計		216		9.7		17.6		15.3		7.4		48.6		1.4		27.3		22.7

		14129		2017高校生 コウコウセイ		%				あまりなりたいと思わない		94		7.4		18.1		16		6.4		52.1		0		25.5		22.3

		14130		2017高校生 コウコウセイ		%				なりたいと思わない		122		11.5		17.2		14.8		8.2		45.9		2.5		28.7		23

		14131		2017高校生 コウコウセイ		%				どちらでもよい		564		5.7		21.1		12.1		4.3		55		2		26.8		16.3

		14132		2017高校生 コウコウセイ		%				《自分の将来へのＡＩ発達の影響》

		14133		2017高校生 コウコウセイ		%				ある		1033		9.7		23.1		19.9		4.9		41		1.3		32.8		24.9

		14134		2017高校生 コウコウセイ		%				ない		168		10.1		26.8		15.5		7.7		38.1		1.8		36.9		23.2

		14135		2017高校生 コウコウセイ		%				わからない		751		7.5		22		10		3.2		55.5		1.9		29.4		13.2

		14136		2017高校生 コウコウセイ		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜全ベース＞》

		14137		2017高校生 コウコウセイ		%				利用したい・計		635		28.2		71.8		0		0		0		0		100		0

		14138		2017高校生 コウコウセイ		%				ぜひ利用した		179		100		0		0		0		0		0		100		0

		14139		2017高校生 コウコウセイ		%				できれば利用したい		456		0		100		0		0		0		0		100		0

		14140		2017高校生 コウコウセイ		%				利用したくない・計		399		0		0		77.7		22.3		0		0		0		100

		14141		2017高校生 コウコウセイ		%				あまり利用したくない		310		0		0		100		0		0		0		0		100

		14142		2017高校生 コウコウセイ		%				まったく利用したくない		89		0		0		0		100		0		0		0		100

		14143		2017高校生 コウコウセイ		%				わからない		918		0		0		0		0		100		0		0		0

		14144		2017高校生 コウコウセイ		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜進学希望者ベース＞》

		14145		2017高校生 コウコウセイ		%				利用したい・計		549		27.3		72.7		0		0		0		0		100		0

		14146		2017高校生 コウコウセイ		%				ぜひ利用した		150		100		0		0		0		0		0		100		0

		14147		2017高校生 コウコウセイ		%				できれば利用したい		399		0		100		0		0		0		0		100		0

		14148		2017高校生 コウコウセイ		%				利用したくない・計		344		0		0		80.8		19.2		0		0		0		100

		14149		2017高校生 コウコウセイ		%				あまり利用したくない		278		0		0		100		0		0		0		0		100

		14150		2017高校生 コウコウセイ		%				まったく利用したくない		66		0		0		0		100		0		0		0		100

		14151		2017高校生 コウコウセイ		%				わからない		704		0		0		0		0		100		0		0		0



表頭セル高さ35
から

≪帯グラフ　行の高さ集≫
※左側の数字は、
帯の本数（凡例除く）です。
※右側の数値は、
凡例部分の行の高さ／帯１本あたりの行の高さです。
03～04：24.75／30.00
05～09：21.00／25.50
10～14：19.50／23.25
15～19：18.00／21.75
20～24：16.50／20.25
25～29：15.75／19.50
30以上：15.00／18.75

≪帯グラフ　列の幅≫
表頭４／15.00
表頭５／12.00
表頭６／10.00
表頭７／8.50
表頭８／7.33
表頭９／6.33
表頭10／5.67

≪タテ棒，折れ線，付表etc.列幅集≫
※左側の数字は、
無回答を除いた列の数です。
03：14.00
04：11.00
05：10.00
06：9.00
07：8.00
08：7.50
09：7.00
10：6.67
11：6.50
12：6.33
13：6.17
14：6.00
15：5.83
16：5.83
17：5.67
18：5.50
19以上：5.33
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												Q17SQ1.貸与型の奨学金制度の利用意向＜全ベース＞

		10769		2015高校生 コウコウセイ		%				#0069				Q17SQ1.貸与型の奨学金制度の利用意向＜全ベース＞

		10770		2015高校生 コウコウセイ		%						調査数		ぜひ利用したい		できれば利用したい		あまり利用したくない		まったく利用したくない		考えたことがないのでわからない		無回答		利用したい・計		利用したくない・計		加重平均値

		10771		2015高校生 コウコウセイ		%				全体		1887		11.4		24.6		13.5		4.4		42.6		3.4		36		17.9		2.8

		10772		2015高校生 コウコウセイ		%				《性別》

		10773		2015高校生 コウコウセイ		%				男子		916		11.7		23.5		13.5		5.2		42.8		3.3		35.2		18.8		2.77

		10774		2015高校生 コウコウセイ		%				女子		914		10.9		26.4		13.9		3.6		43.1		2.1		37.3		17.5		2.81

		10775		2015高校生 コウコウセイ		%				《所属学科別》

		10776		2015高校生 コウコウセイ		%				普通科		1471		12.3		26.7		13.8		4.1		41		2.1		39		17.9		2.83

		10777		2015高校生 コウコウセイ		%				専門学科		416		8.4		17.1		12.5		5.5		48.3		8.2		25.5		18		2.65

		10778		2015高校生 コウコウセイ		%				総合学科		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		10779		2015高校生 コウコウセイ		%				《都道府県別》

		10780		2015高校生 コウコウセイ		%				北海道		208		11.5		22.6		13.9		6.3		35.6		10.1		34.1		20.2		2.73

		10781		2015高校生 コウコウセイ		%				宮城県		222		14.4		31.1		10.4		2.7		38.3		3.2		45.5		13.1		2.98

		10782		2015高校生 コウコウセイ		%				群馬県		216		13.4		26.9		8.3		5.6		44.4		1.4		40.3		13.9		2.89

		10783		2015高校生 コウコウセイ		%				東京都		213		11.3		25.8		11.7		4.2		45.1		1.9		37.1		16		2.83

		10784		2015高校生 コウコウセイ		%				三重県		215		13		28.4		11.6		2.3		41.9		2.8		41.4		14		2.94

		10785		2015高校生 コウコウセイ		%				福井県		191		7.3		15.7		21.5		5.8		48.7		1		23		27.2		2.49

		10786		2015高校生 コウコウセイ		%				兵庫県		228		11.8		22.4		13.2		3.9		45.2		3.5		34.2		17.1		2.82

		10787		2015高校生 コウコウセイ		%				広島県		154		10.4		22.7		21.4		5.8		39.6		0		33.1		27.3		2.62

		10788		2015高校生 コウコウセイ		%				福岡県		240		9.2		24.2		12.9		3.8		44.2		5.8		33.3		16.7		2.78

		10789		2015高校生 コウコウセイ		%				《高校タイプ別》

		10790		2015高校生 コウコウセイ		%				大短進学率95%以上		224		8.9		24.6		18.3		4.9		40.6		2.7		33.5		23.2		2.66

		10791		2015高校生 コウコウセイ		%				大短進学率70～95%未満		671		12.2		26.2		15.6		3.7		41.1		1		38.5		19.4		2.81

		10792		2015高校生 コウコウセイ		%				大短進学率40～70%未満		360		13.3		26.1		13.9		2.5		43.6		0.6		39.4		16.4		2.9

		10793		2015高校生 コウコウセイ		%				大短進学率40%未満		632		10.4		22		9.3		6		44.3		7.9		32.4		15.3		2.77

		10794		2015高校生 コウコウセイ		%				大短進学率70%以上上記該当校・計		895		11.4		25.8		16.3		4		41		1.5		37.2		20.3		2.77

		10795		2015高校生 コウコウセイ		%				大短進学率70%未満上記該当校・計		992		11.5		23.5		11		4.7		44.1		5.2		35		15.7		2.82

		10796		2015高校生 コウコウセイ		%				《希望進路別》

		10797		2015高校生 コウコウセイ		%				進学希望		1426		13.8		27.6		15.6		3.3		38.8		0.8		41.4		18.9		2.86

		10798		2015高校生 コウコウセイ		%				大学・短大進学		1148		14.3		25.5		16.4		3.7		39.4		0.7		39.8		20.1		2.84

		10799		2015高校生 コウコウセイ		%				大学進学		1087		14.2		25.6		16.3		3.8		39.5		0.7		39.7		20.1		2.84

		10800		2015高校生 コウコウセイ		%				短大進学		61		16.4		24.6		18		3.3		37.7		0		41		21.3		2.87

		10801		2015高校生 コウコウセイ		%				専門学校進学		278		11.9		36.3		12.6		1.4		36.7		1.1		48.2		14		2.94

		10802		2015高校生 コウコウセイ		%				就職		383		4.7		14.9		6.5		8.1		58.2		7.6		19.6		14.6		2.47

		10803		2015高校生 コウコウセイ		%				海外の大学等への進学		7		0		14.3		0		14.3		71.4		0		14.3		14.3		2

		10804		2015高校生 コウコウセイ		%				フリーター・その他		37		2.7		16.2		13.5		8.1		45.9		13.5		18.9		21.6		2.33

		10805		2015高校生 コウコウセイ		%				パート・アルバイト		2		0		50		0		0		0		50		50		0		3

		10806		2015高校生 コウコウセイ		%				その他		35		2.9		14.3		14.3		8.6		48.6		11.4		17.1		22.9		2.29

		10807		2015高校生 コウコウセイ		%				無回答		34		0		17.6		5.9		2.9		14.7		58.8		17.6		8.8		2.56

		10808		2015高校生 コウコウセイ		%				《進路について話す頻度別》

		10809		2015高校生 コウコウセイ		%				話す･計		1481		12.2		25.5		14		3.6		41.7		2.9		37.7		17.7		2.84

		10810		2015高校生 コウコウセイ		%				よく話をする		348		16.1		26.7		13.8		3.2		37.1		3.2		42.8		17		2.93

		10811		2015高校生 コウコウセイ		%				時々話をする		1133		11		25.2		14.1		3.8		43.1		2.8		36.2		17.9		2.8

		10812		2015高校生 コウコウセイ		%				話さない･計		394		8.6		21.3		11.9		6.9		45.9		5.3		29.9		18.8		2.65

		10813		2015高校生 コウコウセイ		%				あまり話さない		337		8.6		19.9		12.8		6.5		47.5		4.7		28.5		19.3		2.64

		10814		2015高校生 コウコウセイ		%				まったく話さない		57		8.8		29.8		7		8.8		36.8		8.8		38.6		15.8		2.71

		10815		2015高校生 コウコウセイ		%				《希望進路に関する保護者の認知別》

		10816		2015高校生 コウコウセイ		%				知っている・計		1641		11.5		25.2		13.8		3.9		43		2.6		36.7		17.7		2.81

		10817		2015高校生 コウコウセイ		%				よく知っている		801		13.9		25.8		13.7		4.2		40.4		1.9		39.7		18		2.85

		10818		2015高校生 コウコウセイ		%				少し知っている		840		9.3		24.6		13.9		3.6		45.4		3.2		33.9		17.5		2.77

		10819		2015高校生 コウコウセイ		%				知らない・計		236		11		21.2		11.4		8.1		41.1		7.2		32.2		19.5		2.68

		10820		2015高校生 コウコウセイ		%				あまり知らない		196		9.2		21.4		12.8		7.7		42.9		6.1		30.6		20.4		2.63

		10821		2015高校生 コウコウセイ		%				まったく知らない		40		20		20		5		10		32.5		12.5		40		15		2.91

		10822		2015高校生 コウコウセイ		%				《進路の悩み不安に関する保護者の認知別》

		10823		2015高校生 コウコウセイ		%				知っている・計		1179		12.7		26.3		14.3		3.6		40.6		2.5		39		17.9		2.85

		10824		2015高校生 コウコウセイ		%				よく知っている		347		15.3		24.8		16.4		3.7		36.9		2.9		40.1		20.2		2.86

		10825		2015高校生 コウコウセイ		%				少し知っている		832		11.7		26.9		13.5		3.5		42.2		2.3		38.6		16.9		2.84

		10826		2015高校生 コウコウセイ		%				知らない・計		688		9.4		21.9		12.2		5.8		46.5		4.1		31.4		18		2.71

		10827		2015高校生 コウコウセイ		%				あまり知らない		545		9.7		22.8		12.5		4.2		47.3		3.5		32.5		16.7		2.77

		10828		2015高校生 コウコウセイ		%				まったく知らない		143		8.4		18.9		11.2		11.9		43.4		6.3		27.3		23.1		2.47

		10829		2015高校生 コウコウセイ		%				《進路を考える時の高校生の気持ち別》

		10830		2015高校生 コウコウセイ		%				楽しい気持ち・計		420		12.6		26.7		11.2		5.5		40.7		3.3		39.3		16.7		2.83

		10831		2015高校生 コウコウセイ		%				楽しい気持ち		142		14.8		23.2		10.6		4.9		41.5		4.9		38		15.5		2.89

		10832		2015高校生 コウコウセイ		%				どちらかといえば楽しい気持ち		278		11.5		28.4		11.5		5.8		40.3		2.5		39.9		17.3		2.8

		10833		2015高校生 コウコウセイ		%				不安な気持ち・計		1363		11.7		24.4		14.7		4		42.7		2.6		36		18.7		2.8

		10834		2015高校生 コウコウセイ		%				どちらかというと不安		775		10.6		25.8		14.7		3.7		42.5		2.7		36.4		18.5		2.79

		10835		2015高校生 コウコウセイ		%				不安な気持ち		588		13.1		22.4		14.8		4.3		43		2.4		35.5		19		2.81

		10836		2015高校生 コウコウセイ		%				考えたことがない		88		4.5		20.5		6.8		5.7		54.5		8		25		12.5		2.64

		10837		2015高校生 コウコウセイ		%				《進路選択に際してアドバイス希望別》

		10838		2015高校生 コウコウセイ		%				アドバイス希望あり･計		1167		11.7		27.4		13.5		3.1		41.8		2.4		39.2		16.6		2.86

		10839		2015高校生 コウコウセイ		%				たくさんアドバイスしてほしい		248		16.5		25.8		9.3		4.4		40.7		3.2		42.3		13.7		2.97

		10840		2015高校生 コウコウセイ		%				ある程度アドバイスしてほしい		919		10.4		27.9		14.7		2.7		42.1		2.2		38.3		17.4		2.83

		10841		2015高校生 コウコウセイ		%				アドバイス希望なし･計		668		11.7		20.7		13.8		6.9		44.5		2.5		32.3		20.7		2.7

		10842		2015高校生 コウコウセイ		%				あまりアドバイスしてほしくない		370		10.3		21.6		16.2		4.9		45.1		1.9		31.9		21.1		2.7

		10843		2015高校生 コウコウセイ		%				アドバイスはいらない		298		13.4		19.5		10.7		9.4		43.6		3.4		32.9		20.1		2.7

		10844		2015高校生 コウコウセイ		%				《進路選択に関する保護者の態度別》

		10845		2015高校生 コウコウセイ		%				干渉･計		456		14		28.7		13.4		5.3		36.8		1.8		42.8		18.6		2.84

		10846		2015高校生 コウコウセイ		%				干渉しすぎる		81		21		24.7		14.8		9.9		28.4		1.2		45.7		24.7		2.81

		10847		2015高校生 コウコウセイ		%				やや干渉しすぎる		375		12.5		29.6		13.1		4.3		38.7		1.9		42.1		17.3		2.85

		10848		2015高校生 コウコウセイ		%				ちょうどいい		1187		11		24		13		4.1		45.3		2.6		35		17.1		2.8

		10849		2015高校生 コウコウセイ		%				無関心･計		206		10.7		21.4		18.9		4.9		42.7		1.5		32		23.8		2.68

		10850		2015高校生 コウコウセイ		%				やや無関心		172		11		21.5		21.5		4.1		40.1		1.7		32.6		25.6		2.68

		10851		2015高校生 コウコウセイ		%				無関心すぎる		34		8.8		20.6		5.9		8.8		55.9		0		29.4		14.7		2.67

		10852		2015高校生 コウコウセイ		%				《家庭でのキャリア教育経験別１》

		10853		2015高校生 コウコウセイ		%				高い		387		15.8		29.2		10.6		4.7		37.5		2.3		45		15.2		2.93

		10854		2015高校生 コウコウセイ		%				中		928		11.6		25.1		14.9		3.7		43.3		1.4		36.7		18.5		2.81

		10855		2015高校生 コウコウセイ		%				低い		1456		12.2		25.9		13.7		4.1		42.5		1.7		38		17.7		2.83

		10856		2015高校生 コウコウセイ		%				《家庭でのキャリア教育経験別２》

		10857		2015高校生 コウコウセイ		%				Ａ．本音を話した：あてはまる・計		1263		13		25.9		12.6		3.5		43.1		2		38.9		16.1		2.88

		10858		2015高校生 コウコウセイ		%				Ａ．本音を話した：あてはまらない・計		576		8.9		23.3		16		6.4		43.4		2.1		32.1		22.4		2.63

		10859		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｂ．厳しくしつけられた：あてはまる・計		994		11.9		26.2		12.8		4.7		42.6		1.9		38		17.5		2.81

		10860		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｂ．厳しくしつけられた：あてはまらない・計		848		11.4		23.7		14.9		4.1		43.9		2		35.1		19		2.78

		10861		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｃ．よくほめられた：あてはまる・計		1098		12.7		26.1		12.8		4.1		42.3		1.9		38.8		16.9		2.85

		10862		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｃ．よくほめられた：あてはまらない・計		745		10.2		23.6		14.9		5		44.3		2		33.8		19.9		2.73

		10863		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｄ．「将来は明るい」：あてはまる・計		554		15.3		26.9		12.6		4.7		38.3		2.2		42.2		17.3		2.89

		10864		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｄ．「将来は明るい」：あてはまらない・計		1279		10		24.5		14.1		4.3		45.3		1.8		34.5		18.4		2.76

		10865		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｅ．「夢や目標を持つことは大切」：あてはまる・計		1164		12.8		27.1		13		3.8		41.5		1.9		39.9		16.8		2.86

		10866		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｅ．「夢や目標を持つことは大切」：あてはまらない・計		667		9.7		21.4		15.1		5.5		46.2		1.9		31.2		20.7		2.68

		10867		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｆ．「自分で選択し責任を持つ」：あてはまる・計		1302		11.9		25.8		13.9		4.2		42.1		2.1		37.7		18.1		2.81

		10868		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｆ．「自分で選択し責任を持つ」：あてはまらない・計		535		10.8		23.2		13.3		5		46.2		1.5		34		18.3		2.76

		10869		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｇ．「自分で選択し責任を持つ」体験：あてはまる・計		944		13		28.3		12.9		4.4		39.5		1.8		41.3		17.4		2.85

		10870		2015高校生 コウコウセイ		%				Ｇ．「自分で選択し責任を持つ」体験：あてはまらない・計		891		10.2		21.7		14.6		4.3		47.3		2		31.9		18.9		2.75

		10871		2015高校生 コウコウセイ		%				《未来社会の好ましさ別》

		10872		2015高校生 コウコウセイ		%				好ましい･計		907		11.9		27.5		11.5		3.4		44.1		1.7		39.4		14.9		2.88

		10873		2015高校生 コウコウセイ		%				とても好ましい社会だ		79		26.6		15.2		7.6		7.6		38		5.1		41.8		15.2		3.07

		10874		2015高校生 コウコウセイ		%				まあまあ好ましい社会だ		828		10.5		28.6		11.8		3		44.7		1.3		39.1		14.9		2.86

		10875		2015高校生 コウコウセイ		%				好ましくない･計		836		12.3		23.7		16.4		5.6		40.7		1.3		36		22		2.74

		10876		2015高校生 コウコウセイ		%				あまり好ましい社会ではない		720		11.8		25		16.5		5.3		40.3		1.1		36.8		21.8		2.74

		10877		2015高校生 コウコウセイ		%				非常に好ましくない社会だ		116		15.5		15.5		15.5		7.8		43.1		2.6		31		23.3		2.71

		10878		2015高校生 コウコウセイ		%				《進路選択の意識別》

		10879		2015高校生 コウコウセイ		%				考えている･計		1530		12		25.9		13.9		4.1		41.8		2.4		37.8		18		2.82

		10880		2015高校生 コウコウセイ		%				かなり考えている		459		17		26.4		16.3		3.9		35.3		1.1		43.4		20.3		2.89

		10881		2015高校生 コウコウセイ		%				ある程度考えている		1071		9.8		25.7		12.8		4.2		44.6		2.9		35.5		17		2.78

		10882		2015高校生 コウコウセイ		%				考えていない･計		346		9.5		19.7		12.1		5.5		46.5		6.6		29.2		17.6		2.71

		10883		2015高校生 コウコウセイ		%				あまり考えていない		318		8.8		19.8		13.2		5		47.8		5.3		28.6		18.2		2.69

		10884		2015高校生 コウコウセイ		%				まったく考えていない		28		17.9		17.9		0		10.7		32.1		21.4		35.7		10.7		2.92

		10885		2015高校生 コウコウセイ		%				《自己進路実現可能感別》

		10886		2015高校生 コウコウセイ		%				思う･計		1358		11.6		25.7		13		4.5		42.3		2.9		37.3		17.5		2.81

		10887		2015高校生 コウコウセイ		%				そう思う		319		15.7		24.1		14.1		6.6		36.4		3.1		39.8		20.7		2.81

		10888		2015高校生 コウコウセイ		%				ややそう思う		1039		10.3		26.2		12.7		3.8		44.2		2.8		36.5		16.6		2.81

		10889		2015高校生 コウコウセイ		%				思わない･計		516		11.2		22.1		14.9		4.3		43.4		4.1		33.3		19.2		2.77

		10890		2015高校生 コウコウセイ		%				あまり思わない		477		10.9		23.1		15.1		3.6		43.8		3.6		34		18.7		2.78

		10891		2015高校生 コウコウセイ		%				まったく思わない		39		15.4		10.3		12.8		12.8		38.5		10.3		25.6		25.6		2.55

		10892		2015高校生 コウコウセイ		%				《なぜ勉強するのか話す状況別》

		10893		2015高校生 コウコウセイ		%				ある		373		11.5		22.3		19		3.8		41.8		1.6		33.8		22.8		2.73

		10894		2015高校生 コウコウセイ		%				なし		1459		11.7		25.7		12.6		4.5		43.5		2		37.4		17.1		2.82

		10895		2015高校生 コウコウセイ		%				《なぜ働くのか話す状況別》

		10896		2015高校生 コウコウセイ		%				ある		329		12.8		26.4		16.1		4		38.6		2.1		39.2		20.1		2.81

		10897		2015高校生 コウコウセイ		%				なし		1501		11.4		24.8		13.5		4.5		44		1.9		36.2		17.9		2.8

		10898		2015高校生 コウコウセイ		%				《仕事内容、楽しさについて話す状況別》

		10899		2015高校生 コウコウセイ		%				話す･計		782		12.8		27.6		15		2.9		39.3		2.4		40.4		17.9		2.86

		10900		2015高校生 コウコウセイ		%				よく話す		234		17.5		26.5		15.4		3.4		34.2		3		44		18.8		2.93

		10901		2015高校生 コウコウセイ		%				時々話す		548		10.8		28.1		14.8		2.7		41.4		2.2		38.9		17.5		2.83

		10902		2015高校生 コウコウセイ		%				話さない･計		1059		10.7		23.3		13		5.4		45.8		1.8		34		18.4		2.75

		10903		2015高校生 コウコウセイ		%				あまり話さない		896		10		23.3		13.6		5		46.2		1.8		33.4		18.6		2.74

		10904		2015高校生 コウコウセイ		%				まったく話さない		163		14.1		23.3		9.8		7.4		43.6		1.8		37.4		17.2		2.81

		10905		2015高校生 コウコウセイ		%				《自分の将来へのグローバル化の影響》

		10906		2015高校生 コウコウセイ		%				ある		761		12.9		28.1		18		4.5		34.7		1.8		41		22.5		2.78

		10907		2015高校生 コウコウセイ		%				ない		295		17.6		22.4		13.6		7.1		36.9		2.4		40		20.7		2.83

		10908		2015高校生 コウコウセイ		%				わからない		764		8		23		10.1		3.1		53.7		2.1		31		13.2		2.81

		10909		2015高校生 コウコウセイ		%				《グローバル社会に通用する人材について》

		10910		2015高校生 コウコウセイ		%				なりたい・計		936		13		29.9		16.5		3.6		35.5		1.5		42.9		20.1		2.83

		10911		2015高校生 コウコウセイ		%				ぜひなりたい		421		16.4		26.4		17.1		5.7		33		1.4		42.8		22.8		2.82

		10912		2015高校生 コウコウセイ		%				できればなりたい		515		10.3		32.8		15.9		1.9		37.5		1.6		43.1		17.9		2.84

		10913		2015高校生 コウコウセイ		%				なりたいと思わない・計		304		11.5		19.4		13.2		6.9		47.4		1.6		30.9		20.1		2.7

		10914		2015高校生 コウコウセイ		%				あまりなりたいと思わない		139		8.6		19.4		23		3.6		42.4		2.9		28.1		26.6		2.61

		10915		2015高校生 コウコウセイ		%				なりたいと思わない		165		13.9		19.4		4.8		9.7		51.5		0.6		33.3		14.5		2.78

		10916		2015高校生 コウコウセイ		%				どちらでもよい		538		8.9		21.2		10.6		3.9		53		2.4		30.1		14.5		2.79

		10917		2015高校生 コウコウセイ		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜全ベース＞》

		10918		2015高校生 コウコウセイ		%				利用したい・計		680		31.8		68.2		0		0		0		0		100		0		3.32

		10919		2015高校生 コウコウセイ		%				ぜひ利用した		216		100		0		0		0		0		0		100		0		4

		10920		2015高校生 コウコウセイ		%				できれば利用したい		464		0		100		0		0		0		0		100		0		3

		10921		2015高校生 コウコウセイ		%				利用したくない・計		338		0		0		75.4		24.6		0		0		0		100		1.75

		10922		2015高校生 コウコウセイ		%				あまり利用したくない		255		0		0		100		0		0		0		0		100		2

		10923		2015高校生 コウコウセイ		%				全く利用したくない		83		0		0		0		100		0		0		0		100		1

		10924		2015高校生 コウコウセイ		%				考えたことがないのでわからない		804		0		0		0		0		100		0		0		0		0

		10925		2015高校生 コウコウセイ		%				《貸与型の奨学金制度の利用意向別＜進学希望者ベース＞》

		10926		2015高校生 コウコウセイ		%				利用したい・計		591		33.3		66.7		0		0		0		0		100		0		3.33

		10927		2015高校生 コウコウセイ		%				ぜひ利用した		197		100		0		0		0		0		0		100		0		4

		10928		2015高校生 コウコウセイ		%				できれば利用したい		394		0		100		0		0		0		0		100		0		3

		10929		2015高校生 コウコウセイ		%				利用したくない・計		270		0		0		82.6		17.4		0		0		0		100		1.83

		10930		2015高校生 コウコウセイ		%				あまり利用したくない		223		0		0		100		0		0		0		0		100		2

		10931		2015高校生 コウコウセイ		%				全く利用したくない		47		0		0		0		100		0		0		0		100		1

		10932		2015高校生 コウコウセイ		%				考えたことがないのでわからない		554		0		0		0		0		100		0		0		0		0
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