
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問１】 高校名と学科について教えてください。 

●高校名：        高校 

●学科の種類（どちらかに○） ①.普通科 ・ ②.専門学科（学科名：        ） 

 

【質問２】 あなたの現在のお住まいはどちらですか？該当を○で囲んでください。 

①.津山市内  ②.美作市  ③.真庭市  ④.鏡野町  ⑤.美咲町  ⑥.勝央町 

⑦.久米南町  ⑧.奈義町  ⑨.西粟倉村 ⑩.新庄村  ⑪.その他（      ） 

 

【質問３】あなたの性別を教えてください。（どちらかに○）   ①.男   ②.女 

 

【質問４】あなたが将来、希望する業種を下から２つまで選び、番号を記入してください。 

 

 

  

 

  

 

 

 

【質問５】あなたが「しごと」を考えるうえで最も重視するものはどれですか？１つ選ん

で○で囲んでください。 

①.企業イメージ  ②.給料  ③.やりがい  ④.職種  ⑤.安定性   

⑥.はたらく場所や地域  ⑦.将来性  ⑧.休暇・就業条件など働きやすさ 

⑨.家族や先生の意見  ⑩.その他（      ） 

 

進学や就職に関するアンケート調査 

高校生の皆様へ 

このアンケートは、津山をより魅力的で活気のある、住みやすいまちにする

にはどうしたらいいのか、これからの社会を担うみなさんの考えや想いをお聞

きするためのアンケート調査です。ご協力をよろしくお願いします。 

 

             平成27年5月  津山市長 宮 地 昭 範 

①.福祉・医療  ②.公務員  ③.教員  ④.食品・化粧品  ⑤.電気・電子・機械   

⑥.建築・土木  ⑦.ファッション・美容系  ⑧.クリエイティブ系（インターネット・マルチメディアなど） 

⑨.旅行・観光  ⑩.ITエンジニア  ⑪.農林水産  ⑫.金融・不動産 

⑬.弁護士、税理士  ⑭.飲食業  ⑮.理容・美容  ⑯.コンサルタント  ⑰.運輸 

⑱.芸能・スポーツ  ⑲.その他（        ）  ⑳.特に希望はない 

◆第1希望： ◆第２希望： 

高校用 



【質問６】あなたが希望（または予定）する進路についていずれかを○で囲んでください。 

  ①.進学   ②.就職  

   ※『①.進学』と答えた方は質問９へ。 

『②.就職』と答えた方は質問７へ進んでください。 

 

○ここからは『就職』を希望されている方への質問です。 

【質問７】上の質問で、あなたが就職を希望（予定）する地域を下の①～⑦から２つまで

選んで番号を記入してください。 

                    

 

 

 

 

【質問８】上の質問７で答えた理由を下のアからサの中から、それぞれ１つ選んで記入し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※質問12へお進みください。  

裏面に続きます。⇒ 

①.津山市及び県北   ②.岡山市   ③.倉敷市   ④.その他県内  

⑤.関西圏    ⑥.東京・関東圏   ⑦.その他 

◆第1希望： ◆第２希望： 

◆第1希望の理由： ◆第２希望の理由： 

  ア.この地域が好きだから 

  イ.家族がいるから・地元だから 

  ウ.希望する仕事があるから 

  エ.経済的な理由 

  オ.親の意向 

  カ.都会で生活したいから 

  キ.津山に近い県内で就職したいから 

  ク.給料や待遇が良いから 

  ケ.自立したいから 

  コ.津山には住みたくないから 

サ.その他（           ） 

 



○ここからは『進学』を希望されている方への質問です。 

【質問９】質問６で『進学』とお答えの方にお尋ねします。あなたが進学を希望する地域

を下の①～⑦の中から２つまで選んで番号を記入してください。 

                     

 

 

 

 

【質問１０】上の質問 10で答えた理由を下のアからコの中から、それぞれ１つ選んで記

入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問１１】卒業後は津山に就職したいと思いますか？1つだけ○で囲んでください。 

  ①.思う  ②.良い仕事があれば考えたい  ③.思わない  ④.今はわからない 

 

     ※質問12へお進みください。  

①.津山市及び県北   ②.岡山市   ③.倉敷市   ④.その他県内  

⑤.関西圏    ⑥.東京・関東圏   ⑦.その他 

◆第1希望： ◆第２希望： 

◆第1希望の理由： ◆第２希望の理由： 

  ア.この地域が好きだから・就職したいから 

  イ.家族がいるから・地元だから 

  ウ. 希望する進学先があるから     

エ.経済的な理由  

  オ.親の意向 

  カ.都会で生活したいから 

  キ.津山に近い県内に進学したいから 

  ク.親元を離れて暮らしたいから 

  ケ.津山には住みたくないから  

  コ.その他（          ） 

 



○ここからは全員への質問です 

【質問１２】将来について、いつかは津山に帰りたい・住みたいと思いますか？該当を 1

つ選んで○で囲んでください。 

  ①.思う         

②.どちらかといえば思う    

③.あまり思わない 

④.思わない 

⑤.わからない 

 

【質問１３】津山に不足している、あるいは、不満に思うものは何ですか？もっともあて

はまるもの1つを選んで○で囲んでください。 

  ①.ショッピングや映画館などの場所が少ない。 

  ②.交通が不便 

  ③.働きたい仕事がない 

  ④.特に不満はない 

  ⑤.その他（               ） 

 

【質問１４】津山の良いと思うところは何ですか？自由に記載してください。 

 

【質問１５】最後に、将来の津山がどのようになればいいと思いますか？自由に記載して

ください。 

 

 

 以上でアンケートは終わりです。ご協力ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問１】学校名と学科について教えてください。 

●学校名（該当に○）  ①.美作大学（大学・短大・大学院） ・ ②.津山高専 

●学年と学科の種類  ①.学年：    年  ②.学科名：         

 

【質問2-1】あなたの現在のお住まいはどちらですか？該当を○で囲んでください。 

  ①.津山市   ②.津山市外 

 

【質問２-2】あなたの出身地はどちらですか？該当を○で囲んでください。 

  ①.津山市内  ②.県内（      ）  ③.県外（    県    市・町・村） 

   

【質問３】あなたの性別を教えてください。（どちらかに○）   ①.男   ②.女 

 

【質問４】あなたが将来、希望する業種を下から２つまで選び、番号を記入してください。 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

【質問５】あなたが「しごと」を考えるうえで最も重視するものはどれですか？１つ選ん

で○で囲んでください。 

①.企業イメージ  ②.給料  ③.やりがい  ④.職種  ⑤.安定性   

⑥.はたらく場所や地域  ⑦.将来性  ⑧.休暇・就業条件など働きやすさ 

⑨.家族や先生の意見  ⑩.その他（      ） 

進学や就職に関するアンケート調査 

大学生・高専生の皆様へ 

このアンケートは、津山をより魅力的で活気のある、住みやすいまちにする

にはどうしたらいいのか、これからの社会を担うみなさんの考えや想いをお聞

きするためのアンケート調査です。ご協力をよろしくお願いします。 

 

             平成27年5月  津山市長 宮 地 昭 範 

①.福祉・医療  ②.公務員  ③.教員  ④.食品・化粧品  ⑤.電気・電子・機械   

⑥.建築・土木  ⑦.ファッション・美容系  ⑧.クリエイティブ系（インターネット・マルチメディアなど） 

⑨.旅行・観光  ⑩.ITエンジニア  ⑪.農林水産  ⑫.金融・不動産 

⑬.弁護士、税理士  ⑭.飲食業  ⑮.理容・美容  ⑯.コンサルタント  ⑰.運輸 

⑱.芸能・スポーツ  ⑲.その他（        ）  ⑳.特に希望はない 

◆第1希望： ◆第２希望： 

大学・高専用 



 

【質問６】あなたが希望（または予定）する進路についていずれかを○で囲んでください。 

    ①.進学   ②.就職  

   ※『①.進学』と答えた方は質問９へ。 

『②.就職』と答えた方は質問７へ進んでください。 

 

○ここからは『就職』を希望されている方への質問です。 

【質問７】上の質問で、あなたが就職を希望（予定）する地域を下の①～⑧.から２つまで

選んで番号を記入してください。 

                    

 

 

 

 

【質問８】上の質問７で答えた理由を下のアからシの中から、それぞれ１つ選んで記入し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※質問12へお進みください。 

  

①.津山市及び県北   ②.岡山市   ③.倉敷市   ④.その他県内  

⑤.関西圏    ⑥.東京・関東圏   ⑦.出身地（地元）  ⑧.その他 

◆第1希望： ◆第２希望： 

裏面に続きます。⇒ 

◆第1希望の理由： ◆第２希望の理由： 

ア.この地域が好きだから 

イ.家族がいる・地元だから 

ウ.希望する仕事があるから 

  エ.経済的な理由 

  オ.親の意向 

  カ.都会で生活したいから 

  キ.津山に近い県内で就職したいから 

  ク.給料や待遇が良いから 

  ケ.自立したいから 

  コ.出身地（地元）に帰りたいから 

サ.津山には住みたくないから 

シ.その他（            ） 

 



 

○ここからは『進学』を希望されている方への質問です。 

【質問９】質問６で『進学』とお答えの方にお尋ねします。あなたが進学を希望する地域

を下の①～⑦の中から２つまで選んで番号を記入してください。 

                     

 

 

 

 

【質問１０】上の質問９で答えた理由を下のアからコの中から、それぞれ１つ選んで記入

してください。 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【質問1１】卒業後は津山に就職したいと思いますか？１つだけ○で囲んでください。 

  ①.思う  ②.良い仕事があれば考えたい  ③.思わない  ④.今はわからない 

 

     ※質問12へお進みください。 
  

①.津山市及び県北   ②.岡山市   ③.倉敷市   ④.その他県内  

⑤.関西圏    ⑥.東京・関東圏   ⑦.その他 

◆第1希望： ◆第２希望： 

◆第1希望の理由： ◆第２希望の理由： 

  ア.この地域が好きだから・就職したいから 

  イ.家族がいるから・地元だから 

  ウ. 希望する進学先があるから 

  エ.経済的な理由 

  オ.親の意向 

  カ.都会で生活したいから 

  キ.津山に近い県内に進学したいから 

  ク.親元を離れて暮らしたいから 

  ケ.津山には住みたくないから 

  コ.出身地（地元）だから 

サ.その他（           ） 



 

○ここからは全員への質問です 

【質問１２】将来について、いつかは津山に帰りたい・住みたいと思いますか？該当を 1

つ選んで○で囲んでください。 

  ①.思う         

②.どちらかといえば思う    

③.あまり思わない 

④.思わない 

⑤.わからない 

 

【質問１３】津山に不足している、あるいは、不満に思うものは何ですか？もっともあて

はまるもの1つを選んで○で囲んでください。 

  ①.ショッピングや映画館などの場所が少ない。 

  ②.交通が不便 

  ③.働きたい仕事がない 

  ④.特に不満はない 

  ⑤.その他（               ） 

 

【質問１４】津山の良いと思うところは何ですか？自由に記載してください。 

 

【質問１５】最後に、将来の津山がどのようになればいいと思いますか？自由に記載して

ください。 

 

 

 以上でアンケートは終わりです。ご協力ありがとうございました。 


