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３ その他、制服等についてご意見がございましたらご記入ください。 
 
・中学生らしさと身だしなみがきちんとできる制服が良い。 
 ネクタイやリボンは着脱が容易なものか、なしでボタンをとめるとマークや柄があり、

きちんと着こなさないといけない作りが良いと思う。 
・ネクタイをつけ外しやりやすく、ボタンでとめるタイプがいいです。（３） 
・女子のセーラーのリボンは、自分で結ぶタイプではなく、もとからリボンになったもの

が付けやすく、いいかと思います。（２） 
・リボン、ネクタイをつける場合、形ができているものをスナップボタンでつけるなどし

て、支度に時間がかからない状態でお願いしたいです。また、家で洗濯しやすいもので
お願いしたい。 

・ネクタイ等は手間、指導が大変になる。できるだけ簡易にしていただければと思う。（２） 
・リボン、ネクタイは忘れるからいらないと思います。 
・家で洗濯可能な簡単な素材のものが良い。 
・洗濯しやすい服（素材）が良いです。アイロンしなくても良い素材。（２） 
・できるだけ洗濯しやすく、型崩れがしにくい制服をよろしくお願いします。中学生らし

い服装を期待いたします。 
・毎日着るので、洗ってもシワになりにくいものに限る（型崩れしないもの）。 
・家で洗濯できたらありがたいです。特に男子。 
・価格をもう少しだけ安くしてほしいです。（２） 
・高い値段の制服は必要ない。 
・価格がサイズによっての価格帯なのか、そのものでもこれだけの差があるのかわからな

い。もっと分かりやすく表示するべきだと思う。 
・女子の制服は透けないような素材を使ってほしいです。特に夏服！（２） 
・着脱しやすく、可能な限り低価格な制服にしてほしいです。 
・女子のブラウスは下着の透けない素材でお願いします。 
・女子スラックスとは、制服の下（スカートの代わり）に着れるということですか？ 
・新制服は令和 6 年からでいいと思います。 
・体操服については、部活の移動時（大会参加等）にも使用できるよう、耐久性、デザイ

ンに配慮していただければありがたい。 
・中学生らしさと本人が着やすいものであれば良いと思う。 
・上の息子（現 22 歳）の時、上履（中、体育館用）教室はスリッパなど、体操着も昔なが

らで、私らの時と同じようなものでした。体形なども変わってくる年頃なので、伸びな
い素材はどうかと思います。冬でも夏の体操服ばかり着て、冬の体操着は一度も着ませ
んでした。上履も途中から使わんのやってと言って持って帰ってきました。母子家庭に
とってはムダが多すぎると思いました。 
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・簡単に洗えるものが良い。値段が高い。女子のスカートにプリーツ必要ない。手入れが
非常に大変。（２） 

・女の子のスカートにプリーツが多いと、雨に濡れた時、でこぼこになって形がくずれ非
常に手入れしにくい。不便。絶対にやめてほしい。 

・セーラー服に関してですが、サンプルの写真で見ると文成中学校に偏りすぎかと思いま
す。もしセーラーになるのなら、4 校以外の色、デザインが良いな、と思いました。（リ
ボンについ てでした！） 

・体操服（冬）はあまり着ないので価格が高いとつらいです。 
・ポロシャツやワイシャツは学校指定のものにはしないでほしい。毎日洗うものを指定に

されるととてもお金がかかると思う。 
・シャツだと洗濯した時にしわになるのでポロシャツがいいと思う。 
・特に今までと変わらず、そのままで良いと思います。統合になるからと言って特に変え

る必要はないと思う。 
・価格が高い。特に体操服の消耗は早いのにどうかと。経済性重視していただきたいです。 
・ネクタイは苦しそうだし暑そうなので、子どもがかわいそうに思います。会社等でもノ

ーネクタイの時代なのに、反対です。 
・男の子は今までの方が良いです。値段もたかくなるし、経済的にふたんになります。 
・個人的な意見ですが、くつ下（白 or ？）に校章を入れて、そろえてほしいなと思います。 
・冬は制服の上にジャンパー等は着用できますか？ 
・冬は、制服の上にジャンパー等着用できますか？ タイツの着用は可能ですか？ 
・冬はスカートの下にタイツの着用は可能ですか？ 
・クラブ活動で遅くなると夜道が心配なので、ジャージ等は反射する素材がいいです。 
・クラブ活動でジャージのまま帰ってくることもあると思いますので、夜道が心配なので、

反射する素材、または、部分的なところがあるとよいです。 
・今、制服に名前をぬい付ける学校がありますが、防犯のためにもやめてもらいたいです。 
・素材の良いのがいいです。 
・耐久性のある、ある程度いい生地を使用してほしいです。（２） 
・和歌山県は言わずと知れたニットの総合産地であります。カーディガンやベストはもち

ろんのこと、ジャケットやセーラー服も現在はニットでできる技術があります（ジャー
ジも）。和歌山ニット工業組合の wa knit made in wakayama japan は世界品質で
す。この和歌山のニットを 1 ポイントでも 2 ポイントでも使用してください。 

・冬服について、女子にズボンを認めてほしい。 
・女子でもスカート・パンツを選べるように。 
・ブレザーまたはスーツタイプになった時、女子の制服（ボトム）は両方（スカート、ス

ラックス）買えますか？ 
・その場合「上衣+下（スカート、スラックス）2 着」の選択肢がほしいです。 
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・くつ下も白ではなくネイビーにしてほしい。ネクタイ、リボンはいらない。けどシンプ
ルになりすぎるなら、えりをチェックにしてもかわいいと思います。ポロシャツをネイ
ビーだったりデザイン入りにしてもいいと思う。夏も冬もポロシャツがいい。名札は取
り外しできるやつがいい。 

・兄弟で使えるように体操服の色など変えないでほしいです。 
・今のままで使いたいです。兄のものが 2 着もあるので。 
・現在ウインドブレーカーを防寒着としていますが、新制服ではどうなりますか？ 
・中学生らしい制服で詰襟が一番よい。価格も安価なものがよい。 
・詰襟、セーラー服希望。学年によってセーラーのスカーフを変えてもいいのでは？ 年

子の子供がいるので、価格は安いのが希望です。 
・長距離の自転車通学になることも考えられるので、そのあたりのことも考えられたデザ

インになればいいなと思います。 
・子供が一人しかいなかったり、兄弟がいっぱいいる家庭のために、リサイクルができる

場があると嬉しいです。 
・多様性の時代なので、ブレザーのようにいろいろ対応できるのが望ましいが、着崩した

り、見た目がだらしなくないような工夫よろしくお願いします。 
・一般的に売られている物と制服・制定品との価格差が大きくならないようにする。 
・中学生は「詰襟、セーラー」が良いと思います。ブレザーにすると、まじめに着る子は

かしこそうにみえるけど、前ボタンをとめずに着たりすると、学校の印象が悪く見える。 
・自宅で洗えるものがいい。 
・買いやすい、ケアしやすい、安いはありがたいです。今の兄弟のものが次に使えなくな

るのが少し残念だと思います。 
・女子制服のブラウス、シャツの素材は、透けにくく、しわになりにくい素材でお願いし

ます。 
・夏服は透けにくい素材のものがよいと思います。 
・ジャージは、特に女子で下着が透けたり、急に生理になった時にカモフラージュできる

濃い色がいいと思います。 
・ヘルメットは選べないのか。 
・成長期なので、買い替えることもでてくるかもしれないので、耐久性、動きやすさ、値

段も当然のことと思います。消費税も上がったので、全て込みで値段を抑えていってほ
しいです。 

・価格は、競争入札するのですか。品質を下げずに少しでも価格が安い方がいいです。 
・ベスト着用可。リボンやネクタイは式典のみ。（２） 
・新制服になれば、お下がりが使えず、経済的に苦しいです。現制服と同じ値段になりま

すように。外観のカッコよさは必要ない。そんなことしても子どもの数は増えない。 
・体操服や制服にネーム（刺繍）を入れないでほしいです。お金もかかり、友達同士やご
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近所さんで譲渡しずらくなります。 
・体操服や制服にネーム、刺繍を入れないでください。ご近所さんや友達同士でやり取り

できないので。お願いします。（２） 
・ジャージなど名前の刺繍はやめてほしい。お下がりを使いたいので。 
・現中学生のお古が使えたらよいのに。名前入りをなくしてほしい。 
・ポロシャツはイニシャルなどを入れるとおさがりに使えない。※学校名なら良いが、あ

まりそういうのはやめてほしい。ポロシャツやワイシャツにかんしては学校指定のもの
にはしないでほしい。 

・兄弟がいる場合、使い回しができるように、チームの刺繍などはやめてほしい。雨にぬ
れても着崩れ等しないような生地がいいと思う。 

・体操服は学年ごとに色違いのライン等を入れたらよいと思います。行事などで何年かわ
かりやすく、なくした時もわかりやすい。 

・上の子のお下がりがあり、制服にしても体操服にしてもカバンにしても、使い回せるよ
うにしていただければ有難いですが。 

・体操服も制服も名前を貼り付けないもの（刺繍・安全ピンの名札） 
・体操服、学年で色を変えず兄弟姉妹で使用可のものがありがたい。 
・新制服を作ってくれるのは良いが、これまでのセーラー服等より価格が変わることなく

購入できるようにしてください。 
・男の子は成長のため制服が小さくなる。価格が安い方がうれしい。お兄さんの制服を OK

にしてほしい。 
・姉弟という兄弟なので、可能ならば小学校の制服のように上衣をボタンだけつけかえれ

ば男女兼用という形になるようにしてもらえると経済的にもうれしいです。 
・これまでの制服より価格が変わることなく購入出来る様にしてください。（２） 
・低所得の親はどうすればいいのでしょう。高くて買えない家庭が出てきた場合、学校に

来なくてよい、または、ジャージ等で通学させればよいのですか？ とてもじゃないけ
ど買えない。ローンも組めないような家の子はどうすれば？ 子どものための学校なの
に、行かせてあげたいのに苦しんでいます。 

・100 円ショップでそこそこ強く良いネクタイが売られている時代です。ネクタイ最安値
が 1800 円。ネクタイ 1 つとっても、すべてが業者さんが少しとりすぎではないですか。
月収 15 万円の家庭にとっては厳しいと思います。 

・生徒指導面が少なく、機能性のあるものが望ましいと思う。 
・経済性のある制服にしてほしい。 
・今の制服、体操服がいくらなのか教えてほしかった。 
・セーラー服でもスラックスを合わせられるようにしてほしい。（２） 
・特に変えなくても学生らしい制服でいいと思います。今のままでいいのではと思います

が、すべてが変われば経済的にも大変だと思います。 
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・ジャージは男女同じにしてほしい。兄弟でお下がりを使いたいので。 
・できるだけ男女間で差が出ないような制服が望ましいと思います。ネクタイ、リボンが

必要なら「男女ともネクタイにする」方がよいと思います。もちろん男女とも「ネクタ
イもリボンもなし」の方がいろいろな負担（保護者・指導）も減ると思います。 

・性的マイノリティに配慮するなら、ポロシャツの方がスラックスをはきやすいと思いま
す。 

・性的マイノリティの配慮を考えるのならリボンではなく、何もつけないか、男女ともネ
クタイが良いと思います。 

・性的マイノリティは必ず考えないといけないと思うので、セーラーにするときは、詰襟
は考えにくい。 

・LGBT 用の制服を着ることで、よけいに悪目立ちしてしまい、差別やいじめにつながら
ないか心配です。 

・Q２に追記して、これからは LGBT 等の配慮は必要。また、直接制服ではないのですが、
白いくつ、白い靴下の規定も改めていただきたい。県中にはその規定はありません。 

・カバン、くつなどは規定は決めないでほしい。（２） 
・カバンやくつなど汚れやすいものは、価格を買い替えやすい設定にしてほしい。 
・指定のかばんはいらないと思います（自転車通学になるならバックパック系がいいと思

うので）。靴も固定せず、何でも良いものにしてもらいたいです。（２） 
・カバンは、自転車通学が増加すると思うので、リュックタイプの大きめ、かごに入る小

さめ手提げ等、通学時の配慮をお願いします。 
・鞄は自由。靴は白を基調としたもの（細かいルールは必要かもしれないが）で、ひも靴

で運動に適するもの。 
・「制服なし」という選択はないでしょうか？ 
・制服だけど毎日着たくなるようなデザイン色使いが良いです。 
・ソックスの指定は黒色にしてほしいです。 
・くつ下を黒にしてください。くつをワンポイント OK にしてください。夏のジャージを

ユニクロであるようなにおいを防ぐ、すぐにかわく、涼しいシルキートドライの機能が
あるような T シャツにしてください。 

・（男子は詰襟、女子はブレザー）という組み合わせにならないのか。 
・冬に手袋や防寒を OK にしてください。新制服のスカートをスカートに見えるキュロッ

トも作ってください。ブラック校則をやめてください。 
・パンフレットに載っている体操服は、ファッション性に欠けるので別のデザインを検討

してもらいたいです。ファスナーは半開タイプの物が着やすいと現役中学生が言ってい
ます。 

・体操服は、クラブでも使える素材がいいと思います。 
・冬の体操服は、ファスナー全開タイプの方が寒い日には制服の上からでも着用出来てい
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いのかなあと思います。 
・体操服は、全開タイプ希望。（３） 
・体操服は現在の箕中タイプが良いと思います。子供たちは高校に入学してからも使用す

ることがあるのですが、他の中学の子からの評判が良いと言っていました。（２） 
・サンプルを 16 日に見せていただきました。以前に写真で載っていなかった、ジャージの

上下の冬体操服ですが、紺地で肩が赤のジャージが良い印象でした。 
・ジャージはスタイリッシュでかっこいいのを希望します。 
・中学生は、大半が体操服で過ごす時間が長いので、耐久性、乾きやすさが良いものがよ

いと思う。 
・形状記憶の素材が助かります。 
・経済性を重視し、なおかつ機能性、耐久性に優れていると良い。手入れのしやすさも捨

てがたい！プリーツスカートは、どうしても手入れが大変なイメージがある（プリーツ
が細かいならなおのこと）。 

・女子制服スカートは、ひだ数が少ない方が扱いやすいと思います。 
・女子のスカートをキュロットスカートにしてはどうでしょう。柄も無地でいいと思いま

す。 
・有田の特産品みかんの「オレンジ色」で刺繍をする。校章とか、新中学校のイニシャル

とか・・・。 
・体操服などにオレンジのラインが入っていたら有田らしくてかわいいと思います。（２） 
・学校のメインイメージカラーを決めるといいと思います。「〇〇中といえば〇〇色」 
・統合する目的に見合ったデザインがいいと思います。 
・有田中央高校と似たブレザーは好ましくないと思う。 
・ブレザー、スーツは大人っぽすぎる。高校生みたい。中学生といえば、学ラン、セーラ

ー服でしょ！ 
・現在の中学校の制服の価格を知りたいです。 
・セーラー服希望ですが、イメージ写真のリボンはだらしなく思います。すでに形成され

てるリボンがすっきりしてると思います。料金の方は、今後もう少し細かく表記してく
ださい。サイズ等で変わるのであれば。 

・学ラン、セーラー服にしておくと、高校進学後も使い回せる可能性を残せます。制服は
高額なため、経済的に苦しいご家庭のことも配慮していくことも大切かと思います。学
ラン、セーラーを制服にしている高校は、箕島、耐久、海南、星林、向陽、桐蔭、那賀
と多いですし、伝統ある学校のイメージが高いです。高校教員として、金銭的な負担を
増やすことには心苦しさがあります。経済的な観点からもご検討をお願いします。 

・和歌山県内の高校は、まだ詰襟・セーラー服タイプが多いため、高校進学後も使用でき
る点も考慮してほしいです。 

・長い目で見て、古いものも使い回せたりすることが経済的にも良いと思うので、他の中
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学校と同じような制服が良いと思います。 
・卒業後も使用できるようなデザインとしてほしい。 
・制服の値段が高いように思います。4 校が 1 校に縮小されるのに、経費が高くなるのは

おかしいのでは？このような制服の値段設定では、とても通わすことができません。ネ
クタイ 1 つ 3000 円とは高すぎではないでしょうか？今一度値段の設定を見直していた
だきたいと思います。 

・価格帯は、もう少し下げられませんか！ 3 年間のうちに買いなおす必要もあると思い
ます。少し負担が大きすぎると思います。 

・ネクタイ、リボンを男女同じ形のものにしてはどうか！ そのタイを女子の夏の制服に
も使うようにしては。アトピーの生徒も増えてきているので、素材にも考慮していただ
けたらありがたい。 

・アレルギーがあるので、できるだけ綿の入ったものがよいです。 
・うちの子は感覚過敏があり、服によっては着られないものがあります。着ることができ

ない素材の時は、他のものを着ることを許していただけるとありがたいです。 
・夏はたくさん汗をかくと思うので、ワイシャツとポロシャツ（ポロシャツは白ではなく

カラーのものとか）を取り入れて、気分転換できるよう（洗い替えのためにも）選べる
アイテムを用意しても良いのかなと思います。着崩したりしないように、複数のパター
ンから選択できるようにするのも良いなと思います。 

・経済性、耐久性を考慮し、子どもたちが良いと選んだ制服になると良いですね。 
・親世代の時は、女子のスカートは冬用と夏用がありましたが、ブレザーやスーツになる

と、オールシーズンになるのですか？ 
・サンプルでは、女子のリボンは見える部分だけ形作られていて、首の後ろはひものよう

な感じとゴムになっていましたが、男子のネクタイもそのようなタイプになりません
か？ 

・男女とも、冬にワイシャツ着用なら、できるだけシワになりにくい素材にしてほしいで
す。（２） 

・女子の夏服は、サンプルにもあったオーバーブラウスが良いと思います。 
・次回の展示会では、制服、体操服ごとの価格を今回のように表で示していただけるので

しょうか？ 
・今回は上下セットの価格表示だったので、上下別々の価格が分かるとありがたいです。

（下だけ購入することもあると思うので） 
・シャツならばポリウレタン等が素材に入った伸縮性のあるものを希望したいです。 
・ポロシャツは必要な人のみ購入し、夏は暑いので自由に選択して着用できると良いと思

う。 
・中学生らしく、制服はブレザー、スーツより、学ランセーラー服で良いと思います。（２） 
・女子の夏制服、セーラー服は、もう少し時代にあっていないような気がします。せっか
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く統合するのであれば、時代に合った新しいものをと思います。 
・服装自由でもいいと思います。 
・（制服ではありませんが）自転車通学の場合、ヘルメット必須というきまりにしてほしい。

ヘルメットも指定してほしい。 
・制服っぽいけどスタイリッシュで、子どもたちが毎日着ていきたくなるようなデザイン

が良いです。 
・セーラー服のネクタイをもっとおしゃれにした方がいいと思いました。男子夏制服もも

っとおしゃれなデザインがいいと思いました。 
・ファッション性を重視して、有田の田舎臭いイメージを変えて、新しいフレッシュなス

タイリッシュな制服をお願いします。 
・展示会の際に試着できるようにしてほしい。ジャージの動きやすさを確かめたい。 
・学校までの距離があるので、カーデガンやコート等、着脱できる防寒着を制服の上から

でも着られるようにしてほしい。 
・冬の防寒着、コート着用が認められないならば、指定のものが必要と思います。 
・冬用のカーディガンやアウター等もあった方がいいと思います。（自由に私服の防寒着を

着てもいいならいらないと思います。） 
・冬場の寒さ対策として、女子にはカーディガン、タイツ等着れるようにしてほしいです。

教室内外でカーディガンを着れるような制服デザインにしてほしいです。 
・とにかく安いが一番です。ブレザー、セーラー服でもどちらでもよい。中学生らしさが

ある方がいい。体操服、写真、右は小学生が着ているのと変わらない。それなら写真右
のほうがだんとつにいい。でも何かパッとしない気もする。夏はポロシャツが一番、透
けないし、動きやすい、洗いやすい。女子は透けないようにベスト（うすい）のがいる
かもしれない。何においてもコスト低い方がいい。 

 
 


