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令和２年度「秋の体験セミナー」 アンケート結果 

 

【中学生】 

 

申込者（最終） ……１４０名   出席者 ……１３０名    

回収アンケート ……１１９枚        

 

１ 在籍中学校名を記入してください。【省略】 

 

２ あなたは、「夏の体験セミナー」にも参加しましたか？ 

   

はい  ９６名 

いいえ ２３名  

 

３ 本日あなたは何班でしたか。○をつけてください。【省略】 

 

４ この体験セミナーへの参加はどのようにして決めましたか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

   ア 自分の意志 ………………… １０６名 

   イ 家族のすすめ ………………  １１名 

   ウ 友人のすすめ ………………  １６名 

   エ 中学校の先生のすすめ ……   ３名 

   オ その他 ………………………   ２名 

 

５ 学校説明の中で興味を持てた内容を選んで○をつけてください。（複数回答可） 

   ア 学校説明  １００名 

   イ 生徒発表   ３６名 

ウ 選抜関係   ３１名 

 

６ 体験授業の感想を教えてください。 

   ア とてもよかった   ………  ９２名    

イ よかった      ………  ２５名 

   ウ あまりよくなかった ………   ０名 

   エ よくなかった    ………   １名 

 

７ （ＡＥＴと施設見学・部活動体験）に参加した人は感想を教えてください。（参加した方に〇を） 

〇なし  

ア とてもよかった   ………  ４５名    

イ よかった      ………   ８名 

   ウ あまりよくなかった ………   ０名 

   エ よくなかった    ………   ０名 

ＡＥＴと施設見学 

ア とてもよかった   ………   ２名    

イ よかった      ………   ０名 

   ウ あまりよくなかった ………   ０名 

   エ よくなかった    ………   ０名 
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部活動体験 

ア とてもよかった   ………   ８名    

イ よかった      ………   １名 

   ウ あまりよくなかった ………   ０名 

   エ よくなかった    ………   ０名 

 

８ 体験セミナーに参加して、東舞鶴高校の印象はいかがでしたか。１つだけ〇をつけてください。 

   

  ア 思っていたとおりよかった    ８５名 

  イ 思っていたよりよかった     ３２名 

  ウ 思っていたほどよくなかった    ０名 

  エ 思っていたとおりよくなかった   ０名 

 

 

９ 本日の体験セミナーの感想等を自由に記入してください。 

 

・東高はいろいろな部活動があって勉強もできるので、部活と勉強を両立できるからいいなと思いました。 

・東高がどんな所か知る事が出来たので良かったです。 

・バドミントンの見学ができて、東に入りたいという気持ちがさらに高くなった。 

・思っていた以上に良い学校だった 

・授業の雰囲気を知ることができて楽しかったです。 

・施設見学では東高の中には何があるか知れた。授業では楽しくできた 

・夏にも参加して、改めて東高について知れたし、AET では外国の先生と楽しく施設見学ができて良かった。 

・入試に向けての対策がとられたので良かった。 

・先輩の姿がとても印象的でした 

・社会の授業を受けて、他校の人とも関われてよかった。施設見学で学校のことも知れたからよかった。・

とても楽しかったです。ありがとうございました。 

・とても楽しかったです。 

・私は剣道部に体験しにいきました。あまりうまくすることができなかったですが先輩方達がやさしく教え

てくださったのでがんばって取り組むことができました。 

・体験授業、学校説明ともに良いもので分かりやすかったです。自分の進路の参考にしていきたいと思いま

す。 

・部活動がわかりやすくたのしかったです。 

・また参加したいです。 

・たのしかったです。ボート部の先輩方本当に下手でごめんなさい。きたえなおします。 

・ボート部の先輩方、本当に下手でセンスがなくてもうしわけないです。出直してきます。 

・とても楽しかったです。 

・先生や先輩の説明や話がやさしく、とても分かりやすかったです！ありがとうございました。 

・頑張って勉強して東高に入りたいと思った 

・今日の体験で東高がどんなところか、どんな授業しているのか理解できたので楽しかったです。 

・ありがとうございました。 

・どの高校よりも体験セミナーに参加してよかったと思えるような、私達によりそってくださるような内容

で、とても充実した時間でした。本日はありがとうございました。 

・体験授業で入試問題を解くことができたので良かったです。もっと勉強をがんばりたいと思いました。 

・夏も来たけど、思っていたとおりよかったです。 

・楽しかったです。 

・先輩達がやさしく接してくれてバレーボールが楽しかったし、東高にもっと入りたくなった。 
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・先生がおもしろかった。部活体験が楽しかった。留学してみたいと感じた。 

・東舞鶴高校の楽しさも味わえたのでとても良かったです。また授業では入試の問題や受験勉強の仕方も教

えてもらったのでこれから努力して頑張っていきたいです。 

・楽しくて分かりやすくてよかった 

・東舞鶴高校について知れて良かった。夏の体験とまた違うことが知れた。 

・部活動や交流が盛んだと感じました。 

・高校が楽しみになり、さらに受験勉強を頑張ろうと思いました。 

・前回の夏の体験セミナーも参加したけど、どちらとも予想していたよりもよかったです。 

・受験の方法とかいろいろ分かりやすかったです！ 

・先生方も優しく、楽しい人ばかりで過ごしやすかった。 

・気軽に学ぶことができ楽しかった。東高の魅力が分かった。 

・とても楽しかった。東高に行きたいと思った。 

・先生方も優しくてすごくよかったです。 

・先生達が親切でフレンドリーな方が多くて明るくて良かった。 

・ありがとうございました。真剣に高校について考えます。 

・試験の内容をやり、詳しく解説してくれて分かりやすかったです。また、楽しく部活の体験ができて学ぶ

ことがたくさんありました。 

・先生の授業の内容が 1年の時の理科で分かりやすく解説してくれて理解できた。また部活動の先生や先輩

や優しく教えてくれたので楽しかった。 

・ボートが楽しくて本当にいい体験ができた。 

・楽しかった。 

・部活体験難しかったけど楽しかったです。 

・東舞の前期を受けようと考えていて、説明でよくわかりました。 

・説明ではとても分かりやすいビデオで聞きやすかった。授業ではとても分かりやすく教えてくださって受

験にいかせそうです。 

・理科を受けました。思っていたよりも内容は難しかったけど、動画を見て新たな知識を得ることができた。

また、冬にも参加したいと思います。 

・東高に入りたいと思った 

・英語にもっと興味を持てた。また東高に行きたい気持ちが強くなった。 

・英語の授業をしてとても楽しかったし、もっと英語の理解を深めたいと思ったし、頑張ろうと思いました。 

・部活と勉強が両立できるとてもいい高校だと思った。 

・先生たちが優しく教えてくれたし、高校の説明会のとき、VTR がすごくクオリティーがあっていきたいと

思いました。 

・顧問がおもしろかった。ノリ良かった。良い経験になった。また来たいと思った。 

・先輩たちがアドバイスしてくれてとてもやりやすい環境だった 

・学校説明では分かりやすく説明してくれ理解が深まった。部活動体験では先輩方がとても優しくあつかっ

てくださってとても楽しめました。授業も体の使い方について深く知れて良かった。 

・卓球楽しいです。入りたいなぁー 

・東高の部活や授業をして楽しかった。部活体験のバドミントンをしてみて、スマッシュなどが難しかった

けど楽しめた。 

・授業では先生が優しかった。部活では楽しかった。 

・２回体験して東高に行きたいという思いが強くなった。部活は先輩も優しかったし楽しかった。授業もと

ても楽しかった。 

・部活動がとても楽しかったです。もっとやりたいなと思いました。 

・体験授業がきいていて分かりやすかった。 

・勉強の仕方や進路についてとても詳しく教えてくださったのでとても役に立ちました。勉強も分かりやす

く教えていただいたのでこれから勉強を頑張りたいと思いました。 
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・入試での注意点などを教えてもらえたので良い勉強になった。学校説明会でも東高についてたくさん知る

ことができたのでよかった。 

・東舞鶴高校の生徒がどのように勉強を行っていたのかが分かってとても参考になりました。また体験授業

では入試対策のことを言ってくださって入試のときに気をつけたいなと思いました。また選抜のことについ

てもよく分かったので良かったです。 

・授業内容がとても分かりやすかったし、この学校のいいところをたくさん知れたので良かった。インタビ

ューもあって、自分がどのように感じたかなどリアルな意見が聞けてよかった。 

・夏の体験セミナーで聞いた学校説明とはまた違う話が聞けて良かったです。授業では入試の対策をどのよ

うにしたら良いか知れて良かったです。 

・思っていたとおり素敵な高校でした。分かりやすい授業と丁寧な学校説明をありがとうございました。 

・体験授業で実際に英語で会話できたので良かったです。 

・とても分かりやすく授業をしてくれて勉強になりました。 

・楽しかったです。 

・授業は自分達が分かりやすいように教えてくださって良かったです。部活ではバレー部だったけど先輩方

がとてもやさしくしてくださってうれしかったし楽しくできました。 

・自分は国語を受けたけど学校よりゆっくりとした授業でとても受けやすかったです。学校説明でも東高に

興味を持てました。 

・夏の体験よりくわしく学校について知れたので良かった。体験授業もすごく楽しかった。いろんな行事が

あったり勉強と部活の両立ができる良い学校なんだなと思った 

・おもしろかった 

・みんなで楽しく部活、授業できて楽しかった。友達も増えたので良かったし、来て良かったと思った。 

・社会がとてもおもしろかったです。トランプを使って授業をするのが斬新で楽しかったです。話も分かり

やすく理解できました。 

・社会の授業もおもしろくて分かりやすかったです。部活も先輩もやさしく教えてくださり楽しかったです。 

・今日の体験でくわしい入試の事も分かったし、楽しく体験授業ができてよかった 

・前半の学校についても分かりやすく説明されていましたし、後半の授業も英語でいつも学校ではできない

形で取り組むことができました。ありがとうございました。 

・夏と秋２回参加しましたが、どちらもとてもよい体験セミナーになりました。アンドリュー先生とジェー

ムズ先生が大好きです。本当の高校の授業のような感じでできたのでとても有意義になりました。 

・とても楽しかったです。 

・学校のことがより分かる機会になり、前よりもこの学校のことが好きになりました。入学した時にはよろ

しくお願いします。 

・夏のセミナーも行ったけど部活はやっていなかったから、今日のセミナーで部活が楽しかったです。 

・ありがとうございました。 

・とても楽しかったです。 

・楽しかったです。入学するか分からないけど入学者は楽しい生活をおくれそうだと思いました。 

・英語で会話とかもして身近に英語を話す機会がある学校だと知った 

・東高では自分の将来について考えれる場所で授業のすすめ方は自分にとって分かりやすかったです。 

・英語たのしかった 

・英語でちょうど苦手なところやったから良かったです 

・めっちゃ楽しかったです。また参加したいです。 

・授業もとてもたのしく、進路説明もしっかり聞けて良かったです。 

・部活動が一番楽しかったです。 

・授業がとても分かりやすくて良いと思った。思っていた以上に良いと思った。 

・東高のことがより分かった。楽しかった。 

・授業や学校についてが分かりやすかった。英語が得意になれそうだなと思った。文化部がたくさんあり、

とても楽しそうだと思った。 
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・英語は難しかったので苦手な部分をしっかり復習しておきたいです。説明を聞いて東舞鶴高校に入ってみ

たいと思いました。 

・ありがとうございました。 

・姉にすすめられて来てみたけど、本当ににぎやかで楽しいなと感じました。夏と同じプランだったけど前

回と違って勉強もみについたので良かったと思います。 

・住んでいる地域から東高までは遠かったですが、来て良かったと思いました。特に授業体験が楽しかった

です。ありがとうございました！ 

 

 

【保護者】 

 

・国際な交流活動をされていて魅力的な学校だと感じた。 

・全体的にわかりやすい説明でした。先生方の意欲が感じられました。 

・校長先生の「一人一人を大切にする学校です。」というお言葉や、多くの見学者がいることへの感謝の言

葉をおっしゃった所など、この学校の一人ひとりを大切に思ってくださる思いやりを感じました。在校生の

方々や、先生方のあたたかさを多くの場面で感じさせていただき、是非、この学校に入学させていただきた

いと思いました。そのためには勉強を本人にも頑張ってもらえたら・・と思います。希望している部活にも

入れるように、本日、よりそう思っていることと思います。部活の先生方、在校生の方々の親切な対応にも、

大変ありがたく思いました。英語の体験教科も準備していただき、生徒にしっかり届く授業をなされていて

感動し、感謝の気持ちでいっぱいです。 

・大変わかりやすい授業でした。活気があり、良い印象を受けました。 

・前回は、夏の体験セミナーにも参加させていただき、今回は２回目となります。体験授業は社会で、想像

していた授業ではなく、楽しく見学することができました。最終の進路希望を決めるにあたり、見学に参加

でき良かったです。ありがとうございました。 

・夏の体験セミナーとちがう授業を体験させてもらったのでよかったと思いました。また、学校説明もわか

りやすくてよかったです。 

・国語の授業を見学させて頂きましたが、非常にわかりやすいものでした。えてして、高校の先生はひとり

よがりの授業をされる方が時々見られますが、今回はとても良いものでした。校舎も他校に比べて明るく、

古いなりにもきれいに整備されていて好感が持てました。制服もとても良いと思います。 

・体験授業では、入試対策を詳しく教えて頂き、今後の勉強に役立てるようアドバイスしたいと思います。

学校説明会では、校長先生のお言葉がとても温かく、心に染みました。夏のセミナーにも参加させて頂きま

したが、在校生がとても生き生きとされている様子や先生方の優しいサポートが強く、とても印象的でした。

ぜひ我が子も東高で輝ける日が来ることを心から願っています。 


