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6. テレビ観戦率 

6-1. テレビ観戦率(全体)  
【問】ラグビーワールドカップ 2019™の試合を自宅で観戦する予定はある(観戦した)か。 

 

6-2. テレビ観戦率(詳細 1)  
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6-3. テレビ観戦率(詳細 2)  

 

6-4. 観戦カード(詳細)  
【問】自宅で観戦したのはどの試合だったか。 
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7. 観戦のきっかけ/感想 

7-1. 観戦のきっかけ/感想(全体)  
【問】（観戦する予定(観戦した)があった方に対して、）そのきっかけは。 

 

7-2. 観戦のきっかけ/感想(詳細 1)  
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7-3. 観戦のきっかけ/感想(詳細 2)  

 

7-4. 観戦のきっかけ/感想(詳細 3)  
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7-5. 観戦のきっかけ/感想(詳細 4) 
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8. タグラグビー認知度(保護者) 

8-1. タグラグビー認知度(保護者-全体) 
【問】回答者(保護者)は、「タグラグビー」という競技を知っているか。 

 

8-2. タグラグビー認知度(保護者-詳細 1) 

 



22 
 

8-3. タグラグビー認知度(保護者-詳細 2) 

 

9. タグラグビー認知度(子) 

9-1. タグラグビー認知度(子-全体) 
【問】回答者の子は、「タグラグビー」という競技を知っているか。 
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9-2. タグラグビー認知度(子-詳細 1) 

 

9-3. タグラグビー認知度(子-詳細 2) 
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10. タグラグビー授業認知状況 

10-1. タグラグビー授業認知状況(全体) 
【問】回答者の子が所属する小学校では、タグラグビーの授業を実施しているか。 

 

 

10-2. タグラグビー授業認知状況(詳細 1) 
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10-3. タグラグビー授業認知状況(詳細 2) 

 

10-4. タグラグビー授業実施認知状況(詳細 3) 
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11. タグラグビー子供の興味 

11-1. タグラグビー子供の興味(全体) 
【問】回答者の子は、小学校でのタグラグビーの授業を楽しいと言っているか。 

 

11-2. タグラグビー子供の興味(詳細 1) 
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11-3. タグラグビー子供の興味(詳細 2) 

 

11-4. タグラグビー子供の興味(詳細 3) 
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12. タグラグビーサポート派遣/ラグビー出前講座認知状況 

12-1. タグラグビーサポート派遣/ラグビー出前講座認知状況 (全体)  

 【問】回答者の子が所属する小学校では、タグラグビーサポート派遣/ラグビー出前講座を実施しているか。 

 

12-2. サポート派遣/出前講座認知状況(詳細 1) 
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12-3. サポート派遣/出前講座認知状況(詳細 2) 

 

12-4. サポート派遣/出前講座認知状況(詳細 3) 
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13. サポート派遣/出前講座への子供の参加 

13-1. サポート派遣/出前講座への子供の参加(全体) 
【問】回答者の子に、タグラグビーサポート派遣やラグビー出前講座を受けてほしいか。 

 

13-2. サポート派遣/出前講座への子供の参加(詳細 1) 
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13-3. サポート派遣/出前講座への子供の参加(詳細 2) 

 

13-4. サポート派遣/出前講座への子供の参加(詳細 3) 
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