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市民の「まなぶ・つながる・ささえる」活動 
（生涯学習）についてのアンケート 

 
ご協力のお願い～あなたのご意見をお聞かせください～ 

 

 あなたは奈良市にある公民館や図書館を利用したことがありますか？ 

地域にある公民館、図書館、青少年野外体験施設（黒髪山キャンプフィールド、青少年野外活

動センター）は市民の皆様に利用していただける施設です。 

今回、市民の皆様の「まなぶ・つながる・ささえる」活動（生涯学習）について、皆様の現状を

お聞かせください。希望や課題についてお聞きし、今後の効果的な推進に向けて取り組んでいき

ます。 

インターネットからの回答もしていただけます。 

→ＱＲコードを読み取ってください。 

 

→または下記アドレスにアクセスください。 

 https://www.city.nara.lg.jp/ques/questionnaire.php?openid=102 

 

Ｑ１ 年齢（必須） 

あなたに該当するものをひとつ選んでください。 

○小学生 ○中学生 ○高校生 ○大学生 ○２０代 ○３０代 ○４０代 ○５０代  

○６０代 ○７０代 ○８０代以上 

 

Ｑ２ 職業（必須） 

あなたに該当するものをひとつ選んでください。 

○児童・生徒・学生 ○会社員 ○自営業 ○公務員 ○パート・アルバイト ○主婦・主夫 

○無職 ○その他（詳細は下記に記入してください） 

Ｑ３ 上記で「その他」を選択された場合記入してください。 

〔                          〕 

 

Ｑ４ 本アンケートが実施されていることについて、どこから情報を得ましたか？（必須） 

あてはまるものをすべて選んでください。 

□奈良市ホームページ 

□地域教育課の Twitter・Facebook 

□出張所 

□公民館からの情報提供 

□知人等からの口コミ 

□その他（詳細は下記に記入してください） 
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Ｑ５ 上記で「その他」を選択された場合記入してください。 

〔                          〕 

Ｑ６ 公民館を利用したことがありますか？（必須） 

あてはまるものをひとつ選んでください。 

○ある  

○ない  

 

Ｑ７ 公民館の利用「ある」を選択された方にお聞きします。 

あなたのお住まいの地区の公民館の【設備の状況】について、あなたはどのように思いますか？ 

あてはまるものをひとつ選んでください。 

○とても満足  

○やや満足 

○ふつう 

○やや不満 

○不満 

○特になし 

 

Ｑ８ 【施設の状況】の回答を選んだ理由を教えてください。 

〔                          〕 

 

 

Ｑ９ 公民館の利用「ある」を選択された方にお聞きします。あなたのお住まいの地区の公民館

の【情報提供の状況】について、あなたはどのように思いますか？ 

あてはまるものをひとつ選んでください。 

○とても満足  

○やや満足 

○ふつう 

○やや不満 

○不満 

○特になし 

 

Ｑ10 【情報提供の状況】の回答を選んだ理由を教えてください。 

〔                          〕 
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Ｑ11 公民館の利用「ある」を選択された方にお聞きします。あなたのお住まいの地区の公民館

の【活動の内容】について、あなたはどのように思いますか？ 

あてはまるものをひとつ選んでください。 

○とても満足  

○やや満足 

○ふつう 

○やや不満 

○不満 

○特になし 

 

Ｑ12 【活動の内容】の回答を選んだ理由を教えてください。 

〔                          〕 

 

 

Ｑ13 公民館の利用「ある」を選択された方にお聞きします。 

あなたのお住まいの地区の公民館の【館の雰囲気】について、あなたはどのように思いますか？ 

あてはまるものをひとつ選んでください。 

○とても満足  

○やや満足 

○ふつう 

○やや不満 

○不満 

○特になし 

Ｑ14 【館の雰囲気】の回答を選んだ理由を教えてください。 

〔                          〕 

 

 

Ｑ15 公民館の利用「ある」を選択された方にお聞きします。 

あなたのお住まいの地区の公民館について、あなたはどのように思いますか？ 

上記の選択肢に該当しない内容で、ご意見がある場合記入してください。 

 

〔            〕 
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Ｑ16 公民館の利用「ない」を選択された方にお聞きします。 

どのようなことが利用しない原因になっているかお聞かせください。 

あてはまるものをすべて選んでください。 

□公民館という存在を知らない 

□忙しくて利用する時間がない 

□公民館の利用・予約方法がわからない 

□公民館の場所がわからない 

□公民館を利用する理由がない 

□自分が公民館を利用できるのかがわからない 

□交通の便が良いところにない 

□興味のある催し物が開催されていない 

□料金がかかるから利用しない 

□その他（下記に内容を記入してください） 

Ｑ17 上記で「その他」を選択された場合記入してください。 

 

〔         〕 
 

 

 

 

 

Ｑ18 公民館では以下のことができますが、知っているものはありますか？ 

あてはまるものをすべて選んでください。 

□生涯学習の講座やイベントに参加できる 

□パソコンの基本操作を学ぶ講座に参加できる 

□子育て広場や子育てサークルに参加できる 

□家庭教育についての講座に参加できる 

□地域づくりの話し合いができる 

□高齢者どうしの交流をする 

□料理・お菓子づくり・パンづくりができる 

□音楽・絵画・生け花・茶道・書道・囲碁・将棋などで趣味を楽しむ 

□健康体操・社交ダンスなど体を動かして健康づくりができる 

□ボランティア活動につながることの練習ができる 

□学習したいことや活動したいことについて、職員に相談できる 

□さまざまな学習活動の情報を得ることができる 

□他の地域の公民館を利用することができる 
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Ｑ19 地区の公民館について、どのような希望や要望がありますか？ 

あてはまるものをすべて選んでください。 

□公民館での活動情報を広く広報してほしい 

□若い世代を対象とした事業を増やしてほしい 

□情報設備・通信環境の整備を充実してほしい 

□魅力的な講座を実施してほしい 

□学習やボランティア活動など気軽に相談できるような環境にしてほしい 

□他地区の公民館との連携した活動を行ってほしい 

□その他（下記に内容を記入してください） 

Ｑ20 上記で「その他」を選択された場合記入してください。 

〔                          〕 

 

 

Ｑ21 「公民館」ときいて、どのようなイメージがありますか？ 

自由に記入してください。 

〔         〕 
 
 

 

 

 

Ｑ22 今後行いたい「生涯学習」の内容について選択してください。（必須） 

あてはまるものをすべて選んでください。 

□趣味的なもの（音楽・美術・華道・書道等） 

□健康・スポーツ（健康法、食生活、ジョギング、体操等） 

□文学、歴史、科学、文化、郷土の歴史・文化等 

□パソコン、インターネットに関すること 

□地域活動・ボランティア活動 

□語学、国際理解、国際交流に関すること 

□地域づくり、まちづくりに関すること 

□福祉に関すること 

□職業上必要な知識・技能（仕事に関係のある知識の習得や資格の取得など） 

□育児・教育（家庭教育、教育問題等） 

□その他（下記に内容を記入してください） 

Ｑ23 上記で「その他」を選択された場合記入してください。 

〔                          〕 
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Ｑ24 上記で選んだ内容について、どのような場所や形態で「生涯学習」の機会が増えればいい

と思いますか？  

あてはまるものをすべて選んでください。 

□公民館・図書館等の公的な機関における講座や教室 

□学校（高等学校、大学、専門学校等）の公開講座や教室 

□インターネットを利用した講座 

□自主的に行われている集まり、サークル活動 

□カルチャーセンターやスポーツクラブ等、民間の講座や教室 

□ボランティア活動の機会 

□体験活動（生活・文化体験活動、自然体験活動、社会体験活動）の機会 

□その他（下記に内容を記入してください） 

Ｑ25 上記で「その他」を選択された場合記入してください。 

〔                          〕 

 

 

 

 

Ｑ26 生涯学習を通じて身に付けた知識や技能をどのように生かしていますか。 

あてはまるものをすべて選んでください。 

□自分の人生がより豊かになっている 

□家庭・日常生活に生かしている 

□学習・趣味のサークルで生かしている 

□地域活動・ボランティア活動で生かしている 

□仕事や就職の上で生かしている 

□他の人への学習指導で活用する 

□生かすことのできる場所を見つける方法がわからない 

□生かしていない 

□わからない 

□その他（下記に内容を記入してください） 

Ｑ27 上記で「その他」を選択された場合記入してください。 

〔                          〕 
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Ｑ28 奈良市の青少年野外体験施設である黒髪山キャンプフィールド（住所：奈良市奈良阪町１

７３１番地）を知っていますか？（必須） 

あてはまるものをひとつ選んでください。 

○知っている 

○知らない 

 

Ｑ29 奈良市の青少年野外体験施設である黒髪山キャンプフィールドを利用したことがありま

すか？（必須） 

あてはまるものをひとつ選んでください。 

○ある  

○ない  

 

Ｑ30 黒髪山キャンプフィールドの利用「ある」を選択された方にお聞きします。 

現在、黒髪山キャンプフィールドの利用については、（１）青少年（３歳以上 25 歳以下）を含む

家族及び団体、（２）施設使用料は無料、（３）夏休みの期間（７月 21 日～８月 31 日）は毎日、

４月１日～11 月 30 日の土・日・祝日 と条件があります。 

 

次のような場合、利用したいと思われますか？ 

あてはまるものをすべて選んでください。 

□青少年を含まない年代の団体で利用する 

□ソロキャンプとして利用する 

□施設使用が有料になっても利用する 

□夏休み以外の平日に利用する 

□12 月 1 日～３月 31 日の期間に利用する 

 

Ｑ31 黒髪山キャンプフィールドの利用「ない」を選択された方にお聞きします。 

どのようなことが利用しない原因になっているかお聞かせください。（必須） 

あてはまるものをすべて選んでください。 

□黒髪山キャンプフィールドを知らない 

□忙しくて利用する時間がない 

□黒髪山キャンプフィールドの予約方法がわからない 

□黒髪山キャンプフィールドの場所がわからない 

□黒髪山キャンプフィールドを利用する理由がない 

□自分が黒髪山キャンプフィールドを利用できるのかがわからない 

□利用したい時間に開所していない 

□交通の便が良いところにない 

□その他（下記に内容を記入してください） 
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Ｑ32 上記で「その他」を選択された場合記入してください。 

〔                          〕 

 

 

 

 

Ｑ33 黒髪山キャンプフィールドの利用「ない」を選択された方にお聞きします。 

今後、どのような状況になれば、黒髪山キャンプフィールドを利用しようと思いますか？ 

あてはまるものをすべて選んでください。 

□どのような施設かわかれば利用する 

□利用方法がわかれば利用する 

□口コミが良ければ利用する 

□交通手段があれば利用する 

□特になし 

□その他（下記に内容を記入してください） 

Ｑ34 上記で「その他」を選択された場合、詳細を記入してください。 

〔                          〕 

 

 

 

 

Ｑ35 奈良市の青少年野外体験施設である青少年野外活動センター（住所：奈良市阪原町 25 番

地の１）を知っていますか？（必須） 

あてはまるものをひとつ選んでください。 

○知っている。 

○知らない。 

 

Ｑ36 奈良市の青少年野外体験施設である青少年野外活動センターを利用したことがあります

か？（必須） 

あてはまるものをひとつ選んでください。 

○ある  

○ない  
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Ｑ37 青少年野外活動センターの利用「ない」を選択された方にお聞きします。 

どのようなことが利用しない原因になっているかお聞かせください。（必須） 

あてはまるものをすべて選んでください。 

□青少年野外活動センターを知らない 

□忙しくて利用する時間がない 

□青少年野外活動センターの予約方法がわからない 

□青少年野外活動センターの場所がわからない 

□青少年野外活動センターを利用する理由がない 

□自分が青少年野外活動センターを利用できるのかがわからない 

□利用したい時間に開所していない 

□交通の便が良いところにない 

□その他（下記に内容を記入してください） 

Ｑ38 上記で「その他」を選択された場合記入してください。 

〔                          〕 

 

 

 

Ｑ39 青少年野外活動センターの利用「ない」を選択された方にお聞きします。 

今後、どのような状況になれば、青少年野外活動センターを利用しようと思いますか？ 

あてはまるものをすべて選んでください。 

□どのような施設かわかれば利用する 

□利用方法がわかれば利用する 

□口コミが良ければ利用する 

□交通手段があれば利用する 

□特になし 

□その他（下記に内容を記入してください） 

Ｑ40 上記で「その他」を選択された場合記入してください。 

〔                          〕 

 

 

 

Ｑ41 奈良市の図書館を利用したことがありますか？（必須） 

あてはまるものをひとつ選んでください。 

○ある  

○ない  
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Ｑ42 図書館の利用「ない」を選択された方にお聞きします。 

どのようなことが利用しない原因になっているかお聞かせください。 

あてはまるものをすべて選んでください。 

□図書館を知らない 

□忙しくて利用する時間がない 

□図書館の場所がわからない 

□図書館を利用する理由がない 

□自分が図書館を利用できるのかがわからない 

□利用したい時間に開館していない 

□交通の便が良いところにない 

□その他（下記に内容を記入してください） 

Ｑ43 上記で「その他」を選択された場合記入してください。 

〔                          〕 

 

 

Ｑ44 図書館には以下のことができますが、知っているものはありますか？（必須） 

あてはまるものをすべて選んでください。 

□本・雑誌等を借りる 

□館内で本・雑誌等を読む 

□本等を使って調べものをする 

□図書館職員に調べものの相談をする 

□施設を無料で利用することができる（自習室がある） 

□「よみきかせ」等の催し物に参加する 

□移動図書館で本を借りる 

□視聴覚資料（ＣＤやＤＶＤ）を利用する 

□オーディオブックを利用する 

□読みたい本をリクエストする 

□借りたい本を予約する 

□電子図書館（電子書籍）を利用する 

 

 

Ｑ45 新型コロナウイルス感染症拡大の観点から、今後あれば利用しようと思うものはあります

か？（必須） 

あてはまるものをすべて選んでください。 

□図書館での「予約図書の受取」「自動返却」が非接触でできる 

□電子図書館（電子書籍）を利用する 

□生涯学習の講座をオンラインで受講できる 
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□公民館を使用している他団体とリモートで交流する 

□青少年野外体験施設でキャンプや野外体験等の活動をする 

□公民館や図書館でのリモート参加が可能なイベントに参加する 

        

以上、ご回答・ご協力ありがとうございました。 

 

本アンケートについて、下記①②いずれかの方法で提出ください。 

 

①〒630－8580 奈良市教育委員会 教育部 地域教育課 総務係宛てに郵送  

②専用封筒に入れ、館または出張所の職員に提出 

 （専用封筒がない場合、宛先【奈良市教育委員会 地域教育課宛】と明記し職員に提出） 

 

 

 

【しっていますか？】あなたは、生涯学習・社会教育という言葉をご存知ですか？ 

 

生涯学習とは？ 

市民一人ひとりが、日常生活に役立つ知識を得たり、スキルアップやキャリアアップなどによ

り職業上の能力を向上させたり、自分自身の人生を豊かなものにすることを目的に、自分自身に

適した手段や方法で、生涯にわたって自主的・自発的に行う学習、スポーツ、文化活動、趣味や

レクリエーション、ボランティア活動や地域活動などの活動をいいます。 

 

社会教育とは？ 

学校や家庭以外の広く社会で行われる組織的な教育活動をいいます。体育及びレクリエーション

の活動も含みます。国及び地方公共団体は、図書館・博物館・公民館等の施設を設置することに

より教育の目的の実現に努めています。 

 

 


