
PTA 新聞アンケート 

新型コロナ休校措置期間 特集 

 

子供(全学年用) 

☆今現在の健康状態を教えて下さい 

よい  ふつう  あまりよくない  よくない 

 

→「あまりよくない」・「よくない」と答えた人は具体的に 

 風邪気味  頭が痛い  おなかの調子が良くない  肩こり等 

気分がふさぎ気味 

その他（               ） 

 

☆学校が再開してどうですか？ 

 とてもうれしい  まぁまぁうれしい  あまりうれしくない  いやだ 

 

 その理由を教えて下さい 

 

☆学校再開で友人関係に何か不安がありますか？ 



 はい   いいえ 

 →「はい」の場合。良ければ理由を聞かせて下さい。 

 

☆起床・就寝時間は何時でしたか？ 

起床 午前 6〜7 時 7〜8 時 8〜9 時 9 時〜10 時 それ以降  

就寝 午後 9〜10 時 10〜11 時 11〜12 時 それ以降 

 

☆1 日のゲームやＳＮＳ、動画視聴（テレビ含む）をどれくらいしていました

か？ 

（勉強にかかわる使用は除く） 

1 時間まで  １〜2時間以内  ２〜3 時間  3〜4 時間   

4〜5 時間  それ以上（どの位ですか？）  

 

☆1 日の勉強時間はどのくらいでしたか？  

1 時間まで  １〜2時間  ２〜3 時間  3〜4 時間  4 時間以上 

 

☆宿題以外の勉強もしましたか？ 

はい  いいえ 



 

☆家の人は勉強を教えてくれましたか？ 

はい  いいえ 

→「はい」の場合 

どんな事をしてくれましたか？ 

例 わからないところを教えてくれた･問題や課題を出題してくれた等  

（                          ） 

 

☆誰が教えてくれましたか？  

お父さん  お母さん  祖父母  兄・姉  

その他  

 

☆学校の課題以外の勉強を自主的にしましたか？ 

していた  時々していた   ほとんどしていない  

☆オンライン授業と学校での授業、どちらが良いですか？ 

オンライン  学校  どちらでもない  どちらも良い 

☆休校中の勉強方法は？                        



教科書  インターネット動画  学校の配信動画やプリント  

塾のオンライン  参考書  

その他（               ） 

☆塾または自分自身で予習をしていましたか？                     

はい  いいえ 

 

☆通学していた時と比べて不規則な生活になっていたと感じますか？       

はい  いいえ  どちらとも言えない 

 

☆1 日に運動（体を動かす事）をだいたいどれくらいしていましたか？                  

ほとんどしていない  15 分以内  30 分以内  30 分〜1 時間以内 

1 時間以上 

☆どんな運動をしていましたか？ 

ジョギング  ウォーキング  ラジオ体操 

その他（               ） 

☆休校期間に新しく始めた事はありますか？ 



はい  いいえ 

→「はい」の場合  

それはどんな事ですか？（                 ） 

☆家の人といつもより話をしましたか？ 

いつもよりした  いつもと同じ  いつもよりしなかった 

よく口論になった 

☆ほかの友達がどのように過ごしていたか気になりましたか？  

気になった   気にならなかった   どちらでもない 

 

☆新型コロナウイルスはこわいですか？ 

 こわい  あまりこわくない  全然こわくない  わからない 

 

☆新型コロナウイルス感染が続いていても学校に行ける方がいいですか？ 

 はい  いいえ  どちらとも言えない 

 

☆また新型コロナウイルス感染が拡大して休校になった方がいいと思います

か？ 



 思う  思わない  どちらとも言えない 

 

☆新型コロナウイルスについて心配だったことは？ 

 自分が感染したら？ 

 家族が感染したら？ 

 自分が人にうつしたらどうしよう 

 ずっとこの状況だったらどうしよう？ 

 家の収入が減ることが心配 

 自由に外出ができなくなる 

 コロナはなくなるのか？ 

 その他（            ） 

 

☆休みの間、新型コロナウイルスについての新聞記事を読んだり、テレビやネッ

トのニュースを見たことがありますか？ 

 ある  たまにある  ない 

 

☆休校になって心配だったことは何ですか？ （いくつでも） 

 学校行事はどうなるのか？（卒業式・入学式など） 



 クラブ活動ができない（練習は？ 試合は？ 大会は？ 引退なのに？） 

 勉強がわからなくなる 

 宿題が多い 

 休みの間に学年が上がる 

 クラス替え 

 友達と会えない 

 その他（               ） 

 

☆コロナ休校中、親に怒られる回数は増えましたか？ 

 増えた  変わらない  減った  その他（    ） 

 

☆おこられた原因は何ですか？ 

 生活がダラダラしている 

 夜更かし 

 スマホ・携帯の使用時間が長い 

 勉強・宿題について 

 兄弟・姉妹けんか 

 食事の文句を言ったから 



 家の手伝いをしないから 

 一日中ぼーっとしているから 

 その他（       ） 

 

☆休校中、携帯・スマホで友達とライン等で連絡を取りましたか？ 

はい  いいえ 

 →「はい」の場合。利用時間は？ 

１時間以内  １時間以上２時間以内  ３時間以上 

その他（      ） 

 

☆友達と屋外などで遊んでいましたか？  

はい  いいえ 

 

☆休校中の食事は毎日規則正しく食べましたか？ 

はい   いいえ   自由な時間に 

その他（       ） 

 

☆休校中、家のお手伝いをしましたか？ 

 はい（例：お風呂洗い             ） 



いいえ 

 

☆コロナで親(家族)がテレワークなど在宅の仕事になりましたか？ 

 はい   いいえ 

 →「はい」の場合。それを見てどう感じましたか？ 

大変そうだ  案外楽そう  特に何も思わない 

その他（               ） 

 

☆親と過ごす時間が長くなって良かったことはありましたか？ 

 はい   いいえ 

 →「はい」の場合。も「いいえ」の場合もその理由。 

 

☆コロナで休校中。学校に行きたくなりましたか？ 

はい  いいえ 

→「いいえ」の場合。理由は？ 

 

☆学校が再開して、これから頑張ろうと思っている事がありますか？ 

はい  いいえ  



→「はい」の場合。どのような事ですか？ 

 

☆中途半端に部活が終わってしまったことについて 

 

 

親(父兄)用 

☆学校が再開して、ホッとしていますか？ 

はい   いいえ 

→「はい」の場合。一番の理由は何ですか？ 

 

☆休校中、コロナについて子供と話したことがありますか？ 

 はい  いいえ 

 

☆もしも自分が感染した場合に子供の面倒を見てくれる人は近くにいますか？ 

 はい  いいえ 

 →「はい」の場合。どなたですか？ 

祖父母・親戚・友人・その他（       ） 

 

☆学校が再開して心配な事はありますか？ 



はい   いいえ 

→「はい」の場合。どのような事ですか？ 

健康面・毎日の登校・勉強面・友人関係・クラブ活動・進学・受験 

その他（            ） 

 

☆休校中、子供の事で心配がありましたか？ 

 はい   いいえ 

→「はい」の場合。どのような事ですか？ 

健康面・生活態度・勉強・進学・受験・習い事・友人関係 

その他（          ） 

 

☆休校中、子供に次のような様子はありましたか？（〇で印を） 

 気分の落ち込み・口数が減った・笑顔が少ない 

 怒りっぽい・よく泣く・無気力・その他（      ） 

 

☆休校中、子供を叱る回数が増えましたか？ 

 はい   いいえ 

→「はい」の場合。理由は？ 



子供の生活面・勉強面・携帯、スマホ 

自分がイライラして・その他（         ） 

 

☆このような状況で子供を励ますつもりが、つい説教になり、その場の雰囲気が

悪くなった事がありますか？ 

 はい  いいえ 

 →「はい」の場合。どのような話の時ですか？ 

 

☆休校中、家事はいつもより大変でしたか？ 

 はい   いいえ 

 →「はい」の場合。大変だった家事の種類は？(〇で印を) 

   食事の支度・洗濯・そうじ・その他 

 

☆休校中の昼食は                           

食事の時間に大人が用意  大人が準備（作り置き・弁当）  

子どもが自分で（冷凍食品・即席食品・その他） 

 

☆コロナの第２波が来た場合、また休校にした方がいいと思いますか？ 



 はい（なぜ？                   

 いいえ（なぜ？ 

 

☆お子さんとの間でゲームやＳＮＳ、動画視聴（テレビ含む）の時間を決めてい

ましたか？ 

はい  いいえ 

→「はい」の場合 

それは何時間ですか？ 

1 時間以内  1 時間〜2 時間以内  2 時間〜3 時間以内 

3 時間〜4 時間以内  それ以上（     ） 

 

☆お子さんはその時間を守っていましたか？ 

守っていた  守らなかった  どちらとも言えない 

 

☆お子さんの勉強（課題）に関わりましたか？ 

はい  いいえ 

→「はい」の場合 

誰が関わりましたか？  



父親  母親  祖父母  兄弟･姉妹  その他 

 

☆オンライン授業には賛成ですか反対ですか？               

賛成  反対  どちらでもない 

 

 

親(父兄)用（小学 1 年生） 

☆学校が始まるのを楽しみにしていましたか？ 

 はい  いいえ   

 

☆学校に行くのを嫌がりましたか？ 

 はい  いいえ 

 

☆学校再開までに何か勉強をしましたか？ 

 はい  いいえ 

 

☆一番の気掛かりは友人関係ですか？ 

 はい  いいえ 



 

☆学校に行く時、何か言葉を掛けていますか？ 

 はい  いいえ 

 →「はい」の場合。どのような言葉ですか？ 

 

 

親(父兄)用（中学 1 年生） 

☆お子さんは中学生になるのを楽しみにしていましたか？ 

 はい  いいえ  わからない 

 

☆登校を嫌がっているような感じはありませんでしたか？ 

 はい  いいえ  わからない 

 

☆中学校生活で親として気掛かりなのはどのような事ですか？ 

 学習・友人関係・部活動・健康面・その他(             ) 

 

☆学校再開の朝、お子さんに何か言葉掛けをしましたか？ 

 はい  いいえ 

→「はい」の場合 



どんな言葉ですか？ 

 

 

親(父兄)用（中学３年生） 

☆部活がなく、試合も中止になった時、何か声掛けをしましたか？ 

 はい  いいえ 

→「はい」の場合。 

どのような声掛けですか？ 

 

☆進学・受験の心配を言葉にすることがありましたか？ 

 はい  いいえ 

 

☆３年生は特に心のケアが必要だと思いますか？ 

 はい  いいえ  どちらとも言えない 

 

 

番外編 

☆子供の食事のために参考にしたお料理サイト教えて下さい 

☆子供たちとのお昼ご飯に親子で行けそうなお店の紹介お願いします！ 

☆子供のストレス解消のために役立ったサイト知っていますか？ 



☆子供の勉強に役立ったサイトは？ 
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