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北九州スタンダードタイプの中学校標準服の導入について 

 

１．方針 

 平成３０年１２月に実施したアンケート結果を踏まえ、中学校標準服の機能性（動きやすさや防寒・暑さ対策等）の

課題や性の多様性に対応するため、平成３２年度から各学校において、北九州スタンダードタイプ（ブレザー型）を

導入し、現行の標準服と北九州スタンダードタイプを選択できるようにする。なお、北九州スタンダードタイプは、スカ

ートとスラックスを選択できるようにする。 

 

２．運用の仕方 

標準服に対する生徒・保護者等の願いや経済面に配慮し、各校の現行標準服と北九州スタンダードタイプを、生

徒や保護者の求めに応じて選択できるようにする。全市で北九州スタンダードタイプに統一するものではない。 

また、これまでも行われてきた、兄弟や卒業生の標準服のリユースについても、積極的に推進し、保護者負担の

軽減に努めていく。 

＜北九州型の標準服選択制度＞ 

    選択肢①                                選択肢②    

＜現行標準服＞ 

    

 

 

 

 

 
※ブレザー型：門司中、白銀中、湯川中、若松中、 

       洞北中、枝光台中、浅川中、飛幡中             

※イートン（女子）：志徳中、田原中、守恒中、 

          高見中、高生中、中原中 

※スラックス選択着用：若松中 

※現行がブレザー型の場合は、学校にて女子もスラックスを 

 選択できるようにする（可能であればＨ３１年度から）。 

※市内の転校については、各学校にて多様な標準服を認め、 

 柔軟な対応に努めていく。 

男子                詰襟（54 校） 

ブレザー（8 校） 

女子 セーラー服（48 校） 

ブレザー（8 校） 

イートン（6 校） 

＜北九州スタンダードタイプ（統一型）＞ 

 

                                   

 

 

 

 

３．今後のスケジュール 

  

平成３１年１月   方向性の決定【市標準服検討委員会】 

平成３１年４月～  制服メーカーと連携しモデル案を作成（２～３モデル）【校長会】 

                   各学校にて生徒の投票により最良のモデルを１つ選定【各学校】（５・６年児童・中学生） 

               各学校が選定したモデルを集約・スタンダードタイプ決定【市教委】（１学期中を目途に） 

               生徒・ＰＴＡ・保護者等への説明【各学校・市教委】 

平成３２年度～   北九州スタンダードタイプ導入開始 

・ジャケット（左前） 

・ジャケット（右前） 

・スラックス（ゆったりめ） 

・スラックス（スッキリめ） 

・スカート 

・男女兼用ポロシャツ＊市販の白の長袖・半袖 

※現行の学校指定のポロシャツも可。 

※スラックス、スカートについては夏用と冬用がある。 

※ジャケット、スラックス、スカートの生地については、チ

ェック柄は価格が上がるので濃紺とする（案）。詳細のデザ

インについては、今後検討していく。 

平成３１年２月６日 

教 育 委 員 会 
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標準服についてのアンケート概要 

 

１．目的 

 北九州市立中学校の抽出校７校（各区１校）の１・２年生生徒と１年生保護者を対象に、標準服に関するアンケー

トを行い、今後の標準服の在り方についての検討資料とするもの。 

 

２．アンケートの概要 

（１）対 象：北九州市立中学校の抽出校７校（各区１校）の１・２年生徒と１年保護者 

（２）対象数：１・２年生徒 １５５７人（男子：８０１人 女子：７５６人） 

       １年保護者   ７５５人 

（３）方 法：アンケート用紙配布 

（４）期 間：平成３０年１２月１４日～平成３０年１２月２１日 

 

３．回収状況 

 生 徒：１４５８票（回収率９３．６％） 

 保護者： ６０４票（回収率８０．０％） 

 

４．アンケート結果概要 

（１）生徒 

  ○ スラックスを選んでみたいと回答した女子生徒は、「思う」「やや思う」を合わせると４６％であった。 

  ○ スカートとスラックスの両方を持っているとした場合、スラックスを多く着たいと回答した女子生徒は１６．３％

であった。 

（２）保護者 

  ○ 機能性や性の多様性等の観点から標準服を見直す必要があると回答した保護者は、「思う」「やや思う」を

合わせると５８．５％であった。 

  ○ 標準服が選べるようになること（スカートまたはスラックス等）は良いことだと回答した保護者は「思う」「やや思

う」を合わせると６６．８％であった。 

  ○ 今後、現行とは別の形の標準服を選択して着用できるようになった場合、子どもに選択させたいと回答した

保護者は、「思う」「やや思う」を合わせると６２．７％であった。 

  ○ 標準服が混在して困ることがあると思うと回答した保護者は、「思う」「やや思う」を合わせると３６．２％であっ

た。 

 

５．アンケート自由記述（抜粋） 

（１）生徒 

〇女子はスカートと決められているのが嫌です。私はスカートをはくのが嫌で、もしスラックスを選べるならスラック

スをはきたいです。 

〇詰襟タイプは首がしまって苦しい。 

〇夏服はジャンバースカートだと暑いからスカートと上の服を別々にした制服がいい。 

●集団行動した時、どこの学校の集団かわからなくなるから標準服は全員そろえた方がいいと思う。 

（２）保護者 

〇標準服の選択制や多様化した標準服への考えは今の時代に合っていると思います。親世代が思うより子供達

は柔軟に対応出来るのではないでしょうか。 

〇女子の中には、小学生の時パンツ系の服でいた子がスカートに抵抗を感じる人がいるようなので、見直すことは

良いと思います。 

●日によってスカートまたはズボンを使い分けることが出来る様になるのが問題だと思います。お金のある家庭は、

２種類買う選択肢が有れば買いたくなるということで、自ずと出費が増えるということになると思う。 
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標準服についてのアンケート結果【生徒】 

１．（全員回答）今着ている標準服と別

の形の標準服が選べるようになる

ことはよいことだと思いますか。 

 

２．（全員回答）今着ている標準服とは

別の形の標準服を選べるとしたら

選んでみたいと思いますか。 

 

３．（今スカートを履いている生徒の

み回答）標準服でスカートとスラッ

クスを着ることを選べるとしたら、

スラックスを選んでみたいと思い

ますか。 

 

４．（今スカートを履いている生徒の

み回答）標準服でスカートとスラ

ックスの両方を持っているとした

場合、どちらを多く着たいです

か。 

 

５．（全員回答）今着ている標準服の生

徒と別のタイプの標準服を着ている

生徒が同じ学校で過ごす事になった

場合、困ることがあると思いますか。 

 

 

※ グラフ中の数値については、少数第二位を四捨五入したものを表示しています。 
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標準服についてのアンケート結果【保護者】 

１．現在着用している標準服につい

て、暑さや寒さ、動きやすさ、性

の多様性などの観点から見直すこ

とは必要だと思いますか。 

 

２．標準服が選べるようになること

はよいことだと思いますか。  

例えば、セーラー服タイプとブレザ

ータイプ（スカートまたはスラック

ス）からの選択 

 

３．今後、学校が指定する標準服と

別の形の標準服とを選択して着用

できるようになった場合、子ども

さんに選択させたいと思います

か。 

 

４．同じ学校の中に、異なる標準服

を着た生徒が混在することになっ

た場合、困ることがあると思いま

すか。 

 

 

※ グラフ中の数値については、少数第二位を四捨五入したものを表示しています。 

 



5 
 

標準服についてのアンケート（記述） （●：選択制に反対の意見） 

Ａ中学校 

一

年

生 

○私服がいい。 

○夏服を変えてほしい！！ 

○夏服のつりスカートのつりの部分をなくしてほしい。 

○夏はスカート、冬はズボンがいい。 

○女子でもスラックス（ズボンタイプ）をはきたい人がいると思うので選べるといいと思います。 

〇セーラー服じゃなくてブレザーが良いです。スカートの丈の基準を短くしてほしい。 

〇夏服の肩ひもを無くしてほしい。 

〇スカートを短くしてほしい。 

〇シャツをズボンにいれるのがめんどくさい。 

〇スカートのままがいい。 

〇それならいっその事私服にしたらいいじゃないですか。 

二

年

生 

〇東筑紫や三萩野高校みたいな制服がいい。 

〇冬のスカートはめっちゃ寒い。ポケットを増やしてほしい。 

〇何でもいいけど変えるのであれば節目に変えてほしい。 

〇セーラー服は脱ぎ着が面倒くさい。 

〇女子だけど、心は男子という人はいてズボンをはけるようなっても男子だけど、心が女子だとい

う人はスカートをはけるの？ 

〇詰襟タイプは首がしまって苦しい。そでボタンがちゃかちゃかうるさい。 

〇リボンがネクタイになったり、スカート、ズボンをえらべるようにしてほしい。 

〇糸くずがつきやすいのがいや。 

〇いじめがありそう（制服のちがい）。もしスラックスとかに決まると今までの、スカートの人た

ちは、標準服は変えなきゃいけないのですか？変えるとしたらお金もかかりますし・・。変えるの

であれば私は反対です。 

〇自分で自分にあったものを選べるのはいいと思った。 

〇私服がいい。 

〇これで助かる人がいるならいいと思う。 

〇着替えやすく、重くない制服が良い。 

〇標準服は動きづらいので、標準服はいらないと思います。 

●集団行動した時どこの学校の集団かわからなくなるから標準服は全員そろえた方がいいと思

う。 

●今のセーラー服や男子の学ランは今の形がいいいと思う。中学生の時しか着れないし、中学生ら

しいから変えないほうが良いと思う。 

●標準服は学校のきまりとして着るものだから統一した方がよく見えると思います。 
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保

護

者 

 

〇軽くて 着やすく 動きやすいものがいいと思います。 

〇女子の中には、小学生の時パンツ系の服でいた子がスカートに抵抗を感じる人がいるようなの

で、見直すことは良いと思います。 

〇セーラー服は中学生の象徴だと思います。 

〇スカート・パンツを選択できることはとても良いと思います。 現在の冬服についてコート着用

可など寒さ対策をして頂ければと思います。 

●今のままでいいと思います。 

 

Ｂ中学校 

一

年

生 

〇スカートかスラックスかを選べるのは良いことだと思う。 

〇シンプルなので良いと思う。 

〇今の制服だと着替えるのに時間がかかる。上の制服だと着替えやすいと思う。 

〇着替えるのに時間がかかる。動きにくい。 

〇ブレザー着てみたい。 

〇夏服はジャンパースカートだと暑いからスカートと上の服を別々にした制服がいい。 

〇夏服がとても楽そう。 

●同じ学校の生徒なのに先輩がセーラー服で後輩が少し値段の高いブレザーを着るのはおかしい

と思う。 

●学校で統一するのはいいけど、一人一人選ぶと通行人から勘違いされたりしてしまいそうだか

ら、あまり良くない。 

●変えなくていいと思う。もし、変えるのなら自分たちも変えたい。 

●５の質問のように標準服によっていじめがおこるかも・・・経済的に困る家庭も多いと思う（テ

レビでみた）。 

●別の標準服を加えることはおかしいと思う。保護者の方も負担がかかると思う。 

●弟におさがりであげられない。お金がかかる（高い）。 

●うらやましい。同じ学校だから同じ服を着たい。 

●学年の統一感がなくなる。 

●２つのタイプがあると統一感がない。同じ学校なのに、区別みたいになっている。 

二

年

生 

 

 

 

 

 

 

 

〇男の子も女の子もどっちを着てもオシャレだと思う。 

〇少しでも好きなのを着たい。 

〇いいと思う（２件）。 

〇夏服はワンピースにすると暑いので、上下分けた方がいいと思う（２件）。 

〇スカートは膝上位で、上下離れているといいなと思う。 

〇スラックスを着たい人だけ着ればいい。 

●スラックスがあってもなくても変わらないと思う。 

●今のままでいいと思う。女の子が男の子の制服、男の子が女の子の制服を着る人がいたらいじら

れるんじゃないかなと思う。差別かもしれないけど、性同一障害の人を思うなら制服は変えない方

がいいと思う。それか私服か。 
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二

年

生 

〇ボタンが多すぎるので着るのに時間がかかる。上にリボンをいちいち結ばないといけないのが

面倒くさい。 

〇標準服が変わるのは良いことだと思う。 

〇ジャンパースカート着るのが面倒くさい。 

〇選べるようになるのはすごく良いと思う。 

〇変えるのであれば全学年変えた方がいいと思う。変えるのにお金がかかる場合は、今のままでい

いと思う。 

〇ミニスカート推奨で。 

〇金がかかる（2 件）。 

〇シンプルで良い。 

〇自分が着たい制服を着た方が学校が楽しくなると思う。 

〇冬寒いです。夏暑いです。日焼けする。 

〇ズボンもスカートも自分が着たいように着ればいいと思う。 

●今のままでいいと思う（５件）。 

●変えなくてよい。 

●それぞれ服が違うと同じ中学なのかわからなくなる。 

保

護

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇標準服をわざわざ買い変えたり、生徒の間で服で差別化される事がないように注意しなければ

ならないかもしれません。 

〇“異なる標準服”といいましても、同じカラー、同様なデザイン、校章などがあり、セーラー、

ブレザー、スカート、スラックスと種類数も限定されれば“困る”ような事態は少ないのではない

かと思います。 

〇同じ色味だったらデザインが違ってもいいと思います。 

〇スカートまたはスラックスの選択制は良いと思うが、標準服のタイプは統一する方が校則等、そ

ろえる事ができるし、まとまって良いと思う。 

〇３年間着る物なので生徒が自由に選べて、大切に着てもらえる事が良いと思います。 

〇性の多様性の観点から標準服の選択制はいいと思うが、選択することにより、性的マイノリティ

などでいじめの標的にならないか心配。 

〇冬は指定のコートなどがあれば良いと思う。 

〇制服はその学校のカラーだと思います。個性を尊重するというのなら私服でも良いと思います

が、やはり制服は親にとって有難く今後もあった方が良いと思います。 

〇登下校の時には、さすがに冬は寒いと思います。下に白だったら着てもいいのであるのならば学

校指定があれば（下に着るトレーナーなど）いいと思います。男子は制服の上に着ることはできま

せん。このまま冬は寒いのではないかと。 

〇統一性は大事だと思います。 

〇コンビニの前やいろいろな所でスカートのまま座っている女の子を良く見かけます。（やく一部

だと思います。）スカートの中にはジャージをはいているから良いと思っているのかもしれないけ

れどはしたないです。男子も女子も選べる自由があったほうが良いと思います。制服は、とても必

要だと思います。 
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保

護

者 

 

 

 

〇標準服の機能性や性の多様性への配慮はとても良いと思う。しかし現実問題として兄弟間で標

準服を譲り受けることができなくなることは避けてほしいです。 

〇選択できるようになった場合、選択できない場合のそれぞれのメリット・デメリットはあると思

います。ただスカートが苦手な子供達など色々あると思うので、選択できる事は賛成です。あとは

費用面が気になります。 

〇流行で子どもが２種類欲しがった時、金銭的にきつい。現在の夏服（女子）ブラウスの素材が悪

く、風通しも悪く熱い臭いと不評です。夏服は３０年前に変更されたが、それ以前の物は女子は下

着が透けて見えていたので今のになりました。お年頃ですので変更の時には透けない工夫もお願

いします。 

●選択ではなくて全員変更なら仕方がないと思う。着たくても買えない人がいるはずだから。 

●義務教育期間はセーラー服の期間で良いと思います。 

●経済的理由なども考慮すべきであるし、スカートでの通学が寒いなどのくだらない理由で検討

する委員会もいかがなものかと思う。→必要ない。もっと話し合うべき課題が他にあると思う。性

的な多様性などというが、そこに標準を合わせる必要はないと思う。いずれ自己にて解決出来るよ

うになると思う。 

●性別の管理判断では男と女しかないのでそのままでよい。貧困差が問題になっているので、一律

統一が必要。 

●セーラー服は着脱しにくい面もあるが、慣れれば問題はない。入学の時点で選択したものを 3 年

間着用すると思い（新しい人間関係で違う制服を欲しがる可能性が出る）今の制服に大きな欠点が

あるとも思えず、現行のままが一番だと思います。 

●冬のスカートの寒さ対策はスパッツやタイツで対応できると思う。性の多様性から選択肢があ

るのは良いと思うが、異なる標準服が混在するのは見た目的に統一されず、集団として違和感を感

じる。 

●制服をどうこう言うより、登下校時だけでも、上着を着用など、女の子の場合は、カーディガン

を着用できる様にすればいいと思う。制服をかえても冬場は、何も変わらないと思います。夏は涼

しく過ごせるか、冬は暖かく過ごせるかと言う事と思う。子供の立場になって考えてもらいたい。 

●スカート、スラックどちらかに統一するべき！ますます見た目で判断されます。（スカート→や

んちゃ かわいい スラックス→真面目）まず校則を守らせる事、スカートの長さを守らせる。（寒

くてもミニはいてますよね。） 

●昔は暖房・クーラーのない状態で生活していたので、少しは暑さ寒さをがまんする生活があった

方がいいと思う。性同一性障害の問題等で、この様な変更にするのであれば反対しません。選ぶと

いっても「みんなといっしょ」という考え方の子供も多いので、するなら統一の方がいいのでは。

最初は大変だろうが５年もたてばだれも気にしなくなる。 

Ｃ中学校 

一

年

生 

 

〇白いセーターのマークが見えてたら私服でもいいと思う。 

〇校則に違反しない程度の着こなしをすればいいと思う。 

〇寒い日はズボンを履いたほうがいいと思う。 

〇ブレザーをもう少しあたたかいものにしてほしい。 
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一

年

生 

〇寒い日にズボンを着たい。 

〇セーラー服も着たい。 

〇女子は、スカートの下にタイツをはいても冬はさむい。 

〇デザインを考え直してほしい。 

〇冬服をあたたかい作りにして欲しい。 

〇女子はズボンも欲しい。 

〇女子はスカートと決められているのが嫌です。私はスカートをはくのが嫌で、もしスラックスを

選べるならスラックスをはきたいです。 

●スカートだけでもいいと思います。 

●変えなくていい。 

●特に変えなくていいと思います。 

●外に出た時に、集合しにくく、別の学校と勘違いされると思う。 

●今のままでいい。 

●今の制服で良いと思います。 

●今のままでもさしつかえがないから、今のままでもよいと思う。 

二

年

生 

〇自分が着たい制服が着れるようになったら、とてもうれしく思います。学校に来る楽しみが増え

ると思います。 

〇私服がいいです。 

〇ブレザーの袖ボタンがうっとおしい。 

〇自由な服がいい。 

〇私服がいい。 

〇お金が変わるなら選べた方がいい。 

〇ネクタイ、ちょうネクタイを選んでつけたい。 

〇標準服が動きやすい服だと、どんな場面でも着やすいと思う。 

〇ある程度の制服が決まっていたらいいと思う。 

〇自分が着たいものをきればいいと思う。 

〇着たいものを着るのが良いと思う。 

●統一することで一体感を出せるのでいいと思う。 

●今のままでいい。 

●標準服が別々だと、まとまった感がないので、私は同じのがいいと思っている。 

●学校で統一することは大事。 

保

護

者 

 

 

 

 

〇選択制には賛成です。しかし、今の子は何でもいじめのネタにしてしまう傾向があるので、制服

が異なることによっていじめが起きたりはしないかが気になります。 

〇スカートをはきたくない子も絶対にいると思います。それが嫌で学校に行きたくない子もいる

はずです。実際に知り合いにいました。とても苦痛で思い出すのも嫌みたいです。 

〇現在の標準服がブレザータイプなので特に違和感なく対応していけると思います。 

〇ルールを守る・・・という事が、不安定な中学生時代に標準服は必要だと思う。が、多様性を認

め、差別を減らすには、多少の選択肢はあった方が良いし、生徒達の多様性を「私服」でなく「標
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保

護

者 

 

準服」でっていう考え方も中学校時代には良し。 

〇基本的には男子はスラックス、女子はスカートで良いかと思っています。寒さは、下にタイツを

はいたりすれば少しはしのげるはずです。ＧＩＤ（性同一性障害）の方は、相談の上で、どちらの

制服を着用すれば良いかを決める、その他の生徒も選べるようになると単に寒いからスラックス

を選んだとしても、逆に変なウワサをされたりする事がでてくるのではないでしょうか？ 

〇転校生などは前の学校の服でも良いと思います。 

〇型は自由でいいと思う。しかしスカートの長さや見た目のきれいさはしっかり規律にそった方

が良い。 

〇標準服の選択制や多様化した標準服への考えは今の時代に合っていると思います。親世代が思

うより子供達は柔軟に対応出来るのではないでしょうか？ 

〇とっても良いと思います。 

●標準服と別の標準服があると、両方ほしくなって、お金がかかる。 

●義務教育の間は皆同じで良いのでは？ 

●今更買いかえ、買い足しするつもりはありません。 

●標準服についてはこのままで良いと思いますが、冬の寒い時に上着の着用等、もう少し対応をし

てもらいたいです。 

●どのパターンの制服を選んでも、校則を守った着用をすれば問題はないと思う。 

●選べる様にするということが２種類買って、日によってスカートまたはズボンを使い分けるこ

とが出来る様になるのが問題だと思います。お金のある家庭は、２種類買う選択肢が有れば買いた

くなるということで、自ずと出費が増えるということになると思う。よって１種類で良いと思いま

す。 

●経済的にも、兄弟姉妹で着回しができた方が良い。選択にすると、他の子供が良く見えてしまう

のではないか（ないものねだりの様な）。 

 

Ｄ中学校 

一

年

生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇手が挙げにくいのでもう少し、動きやすくしてほしい。 

〇ブレザーより学ランにして欲しい。 

〇ブレザー動きにくい！なんで制服がブレザーとかセーラーとか固い生地なんですか？ 

〇肩パットがあると少し動きづらいから無い方がいいかなと思った。 

〇動きにくい。スカートだと寒い。 

〇夏服はセーラー服、冬服はブレザーの希望です 

〇標準服じゃなくて、私服が着たい。 

〇寒さをなくすような標準服！ 

〇寒さなくする。セーラーがいい。 

〇風通しが良すぎて寒い。 

〇標準服だと、温度調整（体温）がしづらい。 

〇登下校の時、スカートの下にジャージ OKにして欲しい。 

〇動きやすい服装だったら、何でもいいと思う。 
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一

年

生 

〇セーラー服タイプにして欲しい。 

〇冬はスカートから足が出て、登下校中寒い。 

〇他の学校と比べて、ダサイと思います。 

〇５番は男女の区別がつかないことがあるかもしれない。 

〇セーラーがいいです。 

〇下に体操服のズボンを履けるようにして欲しい。 

〇冬に体操服のズボンを下に履けないので寒いです。 

〇女子がズボンを履くことができるなら、男子もスカートを履けるようにならないと差別になる。 

〇もっと楽に着替えられるようにして欲しい。 

〇動きやすい服がいい。 

〇きちんとルールを守って着るべきだと思う。 

〇もう少し、制服の冬を厚くして欲しい。 

〇動きにくい。 

〇夏服のスラックスを半ズボンにして欲しい。 

●着ている服がバラバラだと、どこの学校の人か、わからなくなる。 

●今のままでもいい。 

●いつも通りでいい。 

二

年

生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇セーラーがいい。 

〇どちらか選べるんだったら全然良いと思う。 

〇私服が良いと思います。 

〇かわいいの。 大事。 

〇かわいいのが良いです。 

〇どちらでも良い。 

〇その人が着たいと思っている物を着せてあげればいいと思う。 

〇別の形の標準服を選びたい。 

〇男子がスカートはいたらださい。 

〇女子もズボンをはけるよういして、男子もスカートをはけるようにしてほしいです。 

〇どちらを着てもいいと思います。 

〇女子もズボンがいい。 

〇まず何でも着ていいようにしてほしい。 

〇もう少し温かくしてほしい。 

〇私服がいいです。 

〇制服なんていらない。 

〇制服しかだめなら学ランがいい。 

〇標準服はもう少し下着等の色を自由にしてほしい。 

〇まず制服なんていらないと思う。制服に名前入りの刺繍を入れたりなんて金の無駄、まずそうい

う所から見直して欲しい。 

〇スカートの長さを膝よりちょっと上にして欲しい。 
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二

年

生 

〇特に何とも思わない。人それぞれだと思うくらいです。 

〇もうちょっとかわいくして欲しい。 

〇ブレザーではなくセーラーがいいです。 

〇私服を望みます（セーラー服もいいかなぁ！）。 

〇学ランがいいです。 

〇特にないが、違う種類の標準服も着てみたい。 

〇他のタイプの服を作るのはダメな事ではないですが、トラブルが起こるならやめた方が良いと

思う。 

〇スカートとスラックスをかえるのは良いと思う。セーラーはいい。 

〇かわいくなって欲しい。 

〇軍服みたいにして欲しい。 

〇スラックスが良いと思う。 

〇ブレザーの中にパーカーが着たい。 

〇冬のみブレザーの下にフード付きのものを着たい。 

〇ダサイ。 

〇服をもう少しあたたかくしてほしい。 

●制服は 1種類にした方が良いと思う。 ややこしくなりそう。 

●学校で統一して着ないと周りから見ておかしい。 

●一人一人の標準服が違うとこの学校は、しっかりとしたルールを守らない凡人の学校だと思わ

れるし、そろえた方が何事にもやる気が入るから、そろえた方が良い。 

保

護

者 

〇動きやすさ、寒さに適応したものが好ましいと思います。 

〇夏はセーラー服希望。 

〇女子は活動的にキュロットタイプがいいと思います。 

〇それぞれの個性が出ていいと思います。 

〇女子の制服は見た目にも本人にも寒いと思います。 

〇セーターは白だと袖の汚れが気になります。 

〇自転車で通学でスカートでなければいけないのは気になる。 

〇靴下の黒を認めてほしいです。 

●制服は統一した方が良いと思います。 

●困りはしないと思いますが、統一されている方が良い気がします。 

●揃えることも大切だと思います。 

●女子はセーラー服が中学生らしいと思います。 

●選択できるのではなく、ひとつに決めた方がよいと思う。冬のスカート服は寒いと思う。 

●中学生は統一した方が良いと思います。 
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Ｅ中学校 

一

年

生 

〇白帯がめんどうくさいので結ばないやつにして欲しい。 

〇スカートの中が寒すぎる。動きにくい。 

〇白帯をなくして欲しい。 

〇白帯をつけるだけのにして欲しい。 

〇ズボンがいいと思う 

〇制服が寒いので、もう少し暖かい素材を使って欲しいです。 

●スラックスではなく、スカートの下にタイツやレギンスをはく方がいいと思う。 

●作りにくそうだが全員同じ方が良いと思う。 

●みんなでそろえた方が良いと思う。 

●規則をつくる一番の要素だと思うので、学校の風紀を乱さない為にも変えるべきものではない

と思います。 

二

年

生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇スラックスとスカートを自由に選びたい。 

〇スカート寒い。 

〇団結力が上がるから良いと思う。 

〇標準服の話ではないが、耳あてをしてはいけないのは意味がわからない。なぜネックウォーマー

や手袋はいいのに耳あてがダメなのか、全く理解できない。 

〇夏はスカートが良いけど、冬はスラックスが良いなと思う。 

〇統一感がある。 

〇制服を一度なくしてみたい。 

〇女子なのですが、「女子はスカート」ときめるのは良くないと思います。スカートは寒いし、動

きにくいので、２つ選ぶようにして欲しいです。 

〇そうじの時 

〇冬は女子のスカートでは足がとても寒いので、タイツなどをはくことができたり、スラックスを

はけるようになったりしたら、あったかいからいいと思う。 

〇スカートは夏は良いけれど、冬はさむくて死にそうになる。また女子は首がかなり開いているの

で、中にき着こもうと思っても、制服の上から見えるから、とてもこの制服のデザインは嫌いです。

スカートとスラックスはその気温にあわせて着ることができるので、どちらも持っていたほうが

よいと思う。そうさせて欲しい・・・。素足はありえないし、まだタイツをはくとかそういうのが

いい・・・（泣）おねがいします。 

〇値段等、かわってくるのなら 貧富の差があらわれてしまうと思う。学校としてまとまりのない

気がする。でもトランジェスターの女性には良いことだと思う。 

〇動きやすい服になればいいなと思う。 

〇冬はスカートだと寒い。スカートだと動きにくい。 

〇長く着る物だから、服がよくなることはいいことだと思う。 

〇冬服になるのが早いと思う。 

〇同じ服だと見あきてしまう。服を変える事によっても モチベーションがあがったり、学校での

楽しみも増えると思う。 
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二

年

生 

〇私服でいいと思う。服装を同じにしても学校生活に影響はない。標準服はジャマくさいし、動き

にくい。 

●今のままでいい。 

保

護

者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇中学生は多感な時期で(4)のように、本人の意志を尊重し、選択することは良いことですが、集

団の中で好奇な目にさらされ詮索されるより、女子・男子共にスラックスが(1)の条件は見直され

るのではないでしょうか。（男子学生、女子学生の立場も違うと思いますが・・・） 

〇見直しは（選択できるように）お願いしたいと思います。看護師や介護職、空港職員など、女性

のスラックスの制服も見慣れているので女子中学生のスラックス姿も良いと思います。 

〇多様性を考えると選択性は良いと思う。しかし、多様性を重視すると、統率がとれなくなってし

まい、生活の乱れにつながる恐れもある。 

〇個人自由に制服が選べるのはいいと思う。家庭の事情で高い制服が買えないとかあると思うし、

少しでも安いのがあれば親としてはありがたいから。 

〇選ぶ制服の値段を同じ位にする。あの子の制服は高い、安いと比べる子が出てくると思います。

現に今の制服でも比べたりすることがあるみたいです。 

〇機能性を重視して、デザインを変更してほしいと思う。 

〇私の娘はセーラー服で少し長めのスカートが好きだと強く言っています。今まで通りの標準服

が選択できればいいのですが、ブレザータイプのみの標準服であれば反対です。スカートが嫌な女

子もいると思いますので、スラックス導入は賛成です。 

〇きちんと説明したうえで着用しないと問題が起こると思う。 

〇標準服は全国統一であれば転校しても負担が無い。そもそも私服でいい。 

〇このアンケートはセーラー服と学ランをやめるということでしょうか？女の子がスカートとス

ラックスどちらを着用しても良いということでしょうか？どちらにしても色や形は合わせた方が

いいと思います。 

〇色が同じだったり、デザインが異なったりするのは良いと思うが、コストの面で２つ買えない家

庭が出てくる。スカートが女の子という決まりはないことをきちんと伝えていかなければいけな

い。外国は女子のズボン着用選択の自由がある。時代が変わっていく為、考え方も変えていかない

といけない。みんなちがってみんないい！！ 

〇標準服があると日々の服装選択に悩まず助かる。しかし、揃える時にかなり高額となり、義務教

育なのに、かなり家庭への負担がかかり、必要性に疑問を感じます。 

〇今の時代、色々選べるのはいいと思います。しかし、購入時にかなり悩んでしまうのも確かです。

いい面、難しい面、あると思います。 

〇性の多様性としては選択制は良いと思うが、寒さ対策では、黒タイツや色指定のコートやジャン

パーの着用で解決できるのではないでしょうか。私自身、北九州市の中学校でしたが、今より雪の

日は多く、とても寒かったのですが、エアコン無しでカイロも禁止で、薄いカーディガンで通いま

したが、耐えました。人間、我慢が出来ます。 

●選べる制服は子供たちにとっては良いと思いますが、中学生らしい制服を時代に合わせて、変更

する必要はないと思います。金銭面から見ても、卒業生のものを頂く人もいらっしゃいます。 

●性の多様性は理解できますが、できれば全市統一制服にできたら、おさがりの使い道も広がり、
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保

護

者 

生活に困る方なども助かると思います。 

●女の子は冬、防寒着やタイツ等を着用すればどうでしょうか。 

●敏感な年頃の為、制服の選択制で悩むのはかわいそうかなと思います。統一していた方が悩まな

くてすむかなと思います。 

●標準服に多様性はいらないと思う。暑さ寒さはある程度、重要だと思う。結局女性がスラックス

は受け入れられるが男性のスカートは受け入れられるのか？等、別の問題が出てきそうです。 

●基本的に女の子はスカートで良いと思いますが、タイツの着用を許可する事やスカートで雑巾

がけをさせるのは無理があるので（スカートを踏んでホックが外れる）モップを導入する等の対策

も必要。 

●今のままでいいと思います。 

●標準服の選択制になると家庭によってすべて買われる方、そうでない家庭と出てくると思いま

す。学校で指定された制服を着用した方が、まとまりもあり、混在もなく良いかと思います。冬が

寒くてつらいならばスパッツやオーバーニーソックスを許可する方法もあるのではないでしょう

か？ 

●標準服の混在はよくないと思います。制服の混在は統一性がなくなって乱れてくると思います。

今のままでいいと思います。 

 

Ｆ中学校 

一

年

生 

〇私服がいい。（２件） 

〇女子がもっと暖かいものを。 

〇動きにくい。 

〇冬はレギンスかタイツをはかせて欲しい。（３件）  

〇女子の標準服を上下別にして欲しい。 

〇冬が寒くて、女子はスカートだから男子より寒いと思うのでもっと防寒できるようにした方が

良いと思います。 

〇動きにくい。（３件） 

〇女子 夏→スカート 冬→ズボンが良いです。 

●今の標準服から別の物に切りかえると、お金が余計にかかってしまう。 

●標準服が変わっても、皆が同じ形を着た方が良い。 

●LGBT の人のことを考えていて良いと思うけど、それによっていじめが起こりそうだから、今の

ままで良いと思う。（３件） 

●自分の中学校の生徒だと分かりやすいように、今までと同じく色も形もそろえた方がよいと思

う。 

●もし変えるなら統一した方がいいと思う。 

●２種類になると学校が乱れると思う。 

●一つで十分。 

●同じ学校で違う服は変。 （２件） 
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二

年

生 

 

〇白帯を結ぶのではなく、輪にいれる。 

〇ジャンバースカートではなく、スカートにしてほしい。 

〇女子のセーラー服は寒くて白帯が大変なので、はじめから形ができているリボンのブレザーに

変えるべき。 

〇女子の制服は、冬がとても寒い。（５件） 

〇私服にしたら良いと思います。 

〇夏服がダサイ。 （２件） 

〇白帯を結ぶのが面倒くさいのでボタン式にすれば良いと思う。 

〇ブレザーはダサイ。男は学ランに限る。 

〇夏服が暑すぎる。冬は寒すぎる。もはや制服の問題ではなく、もっと防寒具の着用を認めてほし

い。 

〇冬は寒いので、スカートの下にタイツまたはジャージの着用を許して欲しい。 

〇今の標準服の場合、夏は上が暑く、冬は下が寒い。男子は下にいくらでも着込めるけど、女子は

見えるし、下もスカートで寒い。 

〇人それぞれでいいと思う。しっかりと型にはまっていれば良いと思う。 

〇冬服を裏起毛にしてほしい。 

〇夏は風通しが良くて涼しいし、冬は暖かいのでちょうど良い。 

〇すぐボタンが外れるので外れないようにしてほしい。 

〇寒い。 （６件） 

〇夏のスカートが長く、あつい。 （２件） 

〇女子はスカートだと寒いので、男子のようにズボンにするか、タイツをはいても良くして欲し

い。 

〇よごれが目立つ。 

〇夏服を変えてほしい。 （２件） 

〇タイツがはきたい。 

〇白帯をいちいち結ばなくていいものが良い。 （２件） 

●今のままで良い。（３件） 

●違う標準服が選べるのは、個性が出るし、人によって着やすいものも違うけど、統一感が無くな

るので、変えるなら一気に変えるべき。 
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〇セーラー服は冬が寒いです。 

〇標準服を廃止しても良いと思います。⑷について→30 年程前の一部の(?)県立高校では中学校の

標準服のままで各人バラバラだった時代もありました。前例もありますし、困ることはないと思い

ます。 

〇他の北九州市の中学校では標準服が変わり、Ｆ中だけ昔ながらの標準服で、買う際少し残念に思

いました。２年後に娘が入学する為選択できるようになっていればうれしく思います。 

〇カーディガン、靴下だけでは寒さ対策としては厳しすぎます。毎日、カイロ３つ使用しています。

コート、タイツの使用を認めて下さい。 

〇すぐに決定できないと思うので、冬の制服の時は、スパッツなど許可してほしいと思う。夏服は、
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ジャンバースカートは、上半身が暑いようでかわいそうなので、そこも考え直して欲しい。 

〇中学生の女の子のセーラー服は可愛いので、セーラーが良いです。 

〇ポロシャツなどがいいと思います。 

〇洗濯をしやすいもの。動きやすいもの（ポロシャツなど）が良いです。 

〇自由に選べる様にした方が良いと思う。 

〇スカートやスラックス選択できる事。大賛成です。 

〇制服の形については、動きやすく季節に合ったものであれば、特にこだわらないが、出来れば統

一したものの方がよいと思う。 

〇子供も特に不満なく着用していますので、流れに任せたいと思います。 

●スラックスで全員良いと思います。女→男はよくても 男→女はどうしましょう。 

 

Ｇ中学校 

一

年

生 

〇標準服でだらしない恰好をしない。 

〇スカートの方が着やすいし動きやすいので、楽だとおもいます。ただ、冬は足が寒いと思ってい

ます。 

〇スカートは、掃除がしにくい。  

〇胸ポケットがあるのに、わざわざボタンを取って使うことが不便だと思う。 

〇ダサイ。 

〇肩パット等、動きにくい用途が多い為、動き易くしてもらいたい。もっと着易くなって欲しい。 

〇セーラー服を着てみたい。 

●あまりわからないから、このままで良い。 

●標準服は、１つの学校に１つでいいと思う。 

●標準服のままで良い。 

●同じ学校にたくさんの種類の服があった場合、まわりから見るとどこの学校だか分かりにくい。 

●みんなが同じ服だから、良いと思う。 

二

年

生 

〇制服は、その学校の象徴なので、他の学校と同じというのは、ありえないと思います。ですがそ

の反面、スラックスになったら、動きやすそうだというのはあります。 

〇制服の上をもう少し軽くしてほしい。 

〇帽子をかぶれるようにして欲しい。 

〇夏服のボタンをいちいち取るのが面倒なので、資料の例にあるような夏服にしたい。 

〇他の学校の標準服がどんなものか知りたい。 

〇ダサくて着たいと思わない。外を歩くのが恥ずかしい。 

〇もう少し動きやすい形にしてほしい。 

●標準服の種類を増やしたりする必要を感じない。このままで良いと思う。 

●バラバラだとおかしいし、市共通だとどこの中学校か分からない。 

●とても着やすくて、このままでも良いと思います。 
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〇この温暖化で、荷物も多く、夏は女子はジャンバースカートは背中に熱がこもり、通学距離もあ

るので、熱中症予防に適していないと思います。 

〇女子は、冬は寒いので上にはおり（カーディガン）などを着させて欲しい。 

〇自由に選べるのは良いと思います。中学生なので、親が子どもに選択「させる」のではなく、子

どもが自由に選択「する」で良いと思います。困ることもないと思います。 

〇性の多様性を尊重するのであれば、スラックスの選択はあったとしてもセーラーとブレザーの

様に違った服装にする必要はないと思う。 

〇統一する目的などが明確であれば、見直しても良いとは思います。 

〇行事など外出する時などは、制服を合わせれば、普段の時は選べる制服の方が日中過ごしやすい

し授業に集中しやすいと思います。 

〇大きめを勧められ買いましたが、ジャンバースカートなので大きすぎて困っている。スカートと

別れていれば良かったのに。 

〇冬は暖かく、夏は涼しく過ごせるような制服が良いと思います。夏のジャンバースカートは暑い

かもです…。 

〇男子カッターシャツは、ボタンも多く着脱が大変ですし、袖や袖口の汚れが落ちにくいため、ポ

ロシャツのようなものに変えていただければ、ありがたいです。 

〇普段から動きやすさや機能性の観点からスカートを着ないので、制服はズボンが良いと言って

いるので（女性＝スカート）という概念もゆるめて良いと思う。スカートは広がったり、冬は寒か

ったりと、あまり利点がないようにも思う。個人で選択できるのであれば、そのほうが良いと思う。 

〇服装よりも内面的な保護からはじめないと、違う制服を着たい子どもがいじめの的になってし

まう。環境作りも必要だと思う。寒さ対策と性の多様性との違いは大きい。 

●Ｇ中学校の詰襟、セーラー服は、とても中学生らしくて良いと思います。ルールや規則を守る事

を身に付けるためにも、統一した方がよいと思います。 

 

 


