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学校改善アンケート(保護者アンケート)結果 

☆はじめに～アンケートの実施について☆ 
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学校教育目標 
よく考える子《熟考》 

あきらめない子《敢行》 

たくましい子《健康》 

別海中央小学校学校だより 平成 30年３月 23日（金）特別号 発行責任者 稲 村 和 典 

 学校ではＰ（計画）Ｄ（実施）Ｃ（評価）A（改善）というサイクルで教育活動を行っていま

す。その中で、学校内の視点だけではなく、保護者の皆様をはじめ地域の方々からも評価や感想

をいただき、目の前の子ども達のために、改善すべきところは学校として改善をしていきます。 

 日々、学校また教職員は、目を凝らし、耳を傾け、子ども達の声や様子を見取っています。し

かし、学校の教育活動は、学校だけの力では不十分なことは言うまでもありません。子ども達を

正しく見取るためにも、この学校改善アンケートは必要不可欠なものです。保護者の皆様のいろ

いろなご意見に対し真摯に耳を傾けながら、また、学校の想いを保護者の皆様に感じてもらいな

がら、学校と家庭が協力して子どもの成長にあたることが何よりも大切だと考えます。地域のご

協力もいただきながら、三位一体で目の前の子ども達のために、教育活動を改善して参りたいと

考えています。 
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平成 18 年度に、保護者アンケートを含めた学校の自己評価の実施が法的に義務づけられま

した。学校評価は 

①教育現場での成果を検証し、児童のよりよい教育活動の改善に役立てること  

②実施と公表・説明により家庭地域に理解と連携をもとめること  

③学校評価の結果を、教育委員会に報告することにより支援条件整備等の改善をはかること 

が目的とされています。また、学校評価の実施にあたり 

①学校として、積極的な情報提供と組織的・継続的な改善が求められること 

②保護者等の評価者は、評価への責任と客観的な評価力の向上が求められること  

③設置者は、教育の質の保証や向上のための支援や条件整備の改善 

の３点が必要とされています。 



☆アンケート集計結果☆【単位はすべて％】回答数 200家庭（回収率 65％） 

１．お子さんは、毎日楽しく学校に通っている。                       

1 
その通り ほぼその通り あまり思わない 思わない 

わからない 
満 足 不満足 

5段階率％ 56 40 4 0 
0 

3段階率％ 96 4 

前年度 59 36 4 1 

 

２．お子さんは、学校の授業がわかりやすくて、楽しいという話をしている。 

2 
その通り ほぼその通り あまり思わない 思わない 

わからない 
満 足 不満足 

5段階率％ 28 47 21 2 
2 

3段階率％ 75 23 

前年度 31 49 15 2 

 

３．お子さんは、学年×10分＋10分の時間を使って、家庭学習に取り組んでいる。 

3 
その通り ほぼその通り あまり思わない 思わない 

わからない 
満 足 不満足 

5段階率％ 28 35 25 11 
1 

3段階率％ 63 36 

前年度 27 42 25 7 

 

４．学校は、基礎基本の定着を図るため授業に工夫がされている。（TT指導含む） 

4 
その通り ほぼその通り あまり思わない 思わない 

わからない 
満 足 不満足 

5段階率％ 40 50 4 0 
6 

3段階率％ 90 4 

前年度 42 49 2 0 

 

５．総合的な学習の時間などを通して、ふるさとにほこりを持ったり、地域社会でよりよく 

  生きるための力を育てている。 

5 
その通り ほぼその通り あまり思わない 思わない 

わからない 
満 足 不満足 

5段階率％ 52 40 3 0 
5 

3段階率％ 92 3 

前年度 44 43 4 0 

 

６．「早寝・早起き・朝ごはん・テレビを止めて外遊び」など、お子さんの基本的な生活習慣

が定着している。 

6 
その通り ほぼその通り あまり思わない 思わない 

わからない 
満 足 不満足 

5段階率％ 23 46 29 2 
0 

3段階率％ 69 31 

前年度 19 51 27 2 

 

 



７．豊かな心を育てるための効果的な道徳の取り組みが行われている。 

7 
その通り ほぼその通り あまり思わない 思わない 

わからない 
満 足 不満足 

5段階率％ 31 50 8 0 
11 

3段階率％ 81 8 

前年度 28 54 4 1 

 

８．中央っ子メールやブログを配信したり、おたよりを配布するなど子どもの安全確保や 

情報提供に努めている。  

8 
その通り ほぼその通り あまり思わない 思わない 

わからない 
満 足 不満足 

5段階率％ 71 26 3 0 
0 

3段階率％ 97 3 

前年度 78 21 0 0 

 

９．学校は困ったことなどを相談しやすい雰囲気である。 

9 
その通り ほぼその通り あまり思わない 思わない 

わからない 
満 足 不満足 

5段階率％ 40 42 8 3 
7 

3段階率％ 82 11 

前年度 40 42 13 2 

 

10．お子さんは、積極的にあいさつができている。  

10 
その通り ほぼその通り あまり思わない 思わない 

わからない 
満 足 不満足 

5段階率％ 22 45 28 2 
3 

3段階率％ 67 30 

前年度 21 57 19 1 

 

11．学校生活において教職員は、児童の性格やこだわり、特徴に応じて対応している。 

11 
その通り ほぼその通り あまり思わない 思わない 

わからない 
満 足 不満足 

5段階率％ 29 52 8 1 
10 

3段階率％ 81 9 

前年度 33 48 8 1 

 

12．学校は｢歩け 歩け 登下校｣｢全校なわとび｣｢朝のどこでもラジオ体操｣をはじめ、   

お子さんの体力づくりに積極的に取り組んでいる。 

12 
その通り ほぼその通り あまり思わない 思わない 

わからない 
満 足 不満足 

5段階率％ 40 48 9 0 
3 

3段階率％ 88 9 

前年度 50 42 4 2 

 

 

 

 



13．学校は｢やればできる｣を合言葉に、成長のための負荷をかけながら｢自己効力感｣や 

   ｢自尊感情｣を高めている。 

13 
その通り ほぼその通り あまり思わない 思わない 

わからない 
満 足 不満足 

5段階率％ 29 54 7 1 
9 

3段階率％ 83 8 

前年度 36 48 5 1 

 

14．お子さんは、行事など学校の取組で友達と協力しながら、最後まで諦めないで取り組

んでいる。 

14 
その通り ほぼその通り あまり思わない 思わない 

わからない 
満 足 不満足 

5段階率％ 51 43 3 1 
2 

3段階率％ 94 4 

前年度 55 41 2 0 

 

１５．いじめ・不登校をなくすために学校は個人懇談など児童理解に立った努力をしている 

15 
その通り ほぼその通り あまり思わない 思わない 

わからない 
満 足 不満足 

5段階率％ 25 37 10 1 
27 

3段階率％ 62 11 

前年度 30 42 5 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆アンケート結果より☆ 

 

・「学習面」に関って 

 ほとんどの児童が「学校が楽しい」と登校していることは大変うれしく感じています。次年度

も児童が「学校に行きたい」と思えるような学校にしていきたいと思っています。さて、昨年度

と同様に、「家庭学習の取り組み」が低かったです。家庭学習には「宿題」と「自学」の取り組

みがあります。また、別海町では取り組み時間を「学年×10分＋10分」としています。習い

事や少年団活動等で放課後もなかなか時間をとることができないのが現状のお子さんもいるこ

とでしょう。しかし、学年の発達段階に合わせて、毎日目標に向かって取り組むことで、学力は

もちろん、考える力、判断する力、表現する力などいろいろな力が身についていきます。そのた

めに、学校としては「分かりやすく、楽しい授業」ができるよう研修を積み重ねていきます。保

護者の皆様には「家庭学習に集中できる環境づくり」と「励ましの声かけ」をお願いいたします。 

 

・「生活面」に関って 

 早寝・早起き等「基本的生活習慣の定着」と「積極的なあいさつ」に課題があります。学校で

は子ども達の健やかな成長を願い、「早寝・早起き・朝ごはん・テレビを止めて外遊び」や「歩

け歩け登下校」、また児童会が中心となり「挨拶運動」などの取り組みを行っています。また、

テレビやゲーム等についても「メディアコントロール」に取り組むなど児童への意識付けを行っ

ています。次年度も、同様な取り組みに力を入れていき、少しでも基本的生活習慣が定着するよ

う取り組んでいきます。各家庭でも、子ども達と約束事を決めるなど「児童自ら取り組むことが

できるような環境づくり」をお願いいたします。 

 

・その他、全体を通して 

 今年度は「分からない」という返答が多かったです。学校からの情報発信が不十分であったと

感じています。次年度は、学校の取り組みや考え、児童の様子等、学校便りをはじめ、学校ブロ

グ、学級通信などで保護者の皆様にしっかりとお伝えしていきます。次年度も、子ども達の成長

のために、保護者の皆様、地域の皆様と力を合わせていきたいと思っています。 



☆平成 29年度 学校改善保護者アンケート自由記述一覧 
 

１．本校の良い点、特色について 

 

①学習に関って 

・縦割り班活動～上級生の姿を見て子ども達の心が育っている。高学年からいろいろ学んでいる。 

        学年を超えたつながりができている。見て覚えることができる。 

・学年の違う子ども達との交流はすごくいいと思います。 

・通級での指導など、支援の必要な児童にとって心強い支援をしてくださる。 

・道徳の授業もすばらしいです。 

・プロジェクターの活用。 

・自分の住んでいるところについて知る授業は楽しいし、誇りをもてていいと思います。 

・やればできる会はいいと思います。（終業式後２日、始業式前２日にしてはどうでしょうか。） 

・個別の教育支援体制の充実、情報提供の充実 

・特別支援の必要な子に対する教師の数が確保されていること。 

・いつも明るく勉強しやすい環境であること。新しいことに取り組もうとすること。 

・地域とのかかわりが深く、体験から学ぶことができる。 

・11 月の参観日の時、6 の 2 は「静かにする時は静かに」「騒いでいいときは騒いで」ととても

いいクラスでした。 

・地域間交流が多いところ（ゴミ回収、中央っ子まつり、給食等） 

・夏休み・冬休みの学習会を実施しているところ。 

・発表する体験が多く、また、その質問に対する受け答えもできたいてすばらしいと思いました。 

・生活科で地域のお店等に行ってお店の人に話を伺ったりする体験がありました。子どもが目を輝

かせながら「勉強になった！」と言っていました。このような体験をしていただけるとうれしい

です。 

・基礎基本トライテストは確実に漢字や計算の力がつくのでよいと思います。 

 

②生活に関って 

・登下校時の見守り活動があるので安心して歩けます。 

・いじめ、不登校をなくすために努力していて、先生たちにも相談しやすいです。 

・以前よりも先生方が元気に挨拶をしてくれる。 

・子どもも先生方もみんな元気がいい。 

・高学年の児童は低学年の児童に優しく声をかけている。よく面倒を見ている。 

・児童と親身になって考えてくれるところ。 

・年齢男女に関係なく仲が良いところ。（親がやるべきことも学校でやってもらっている感じがあ

る。） 

・子ども達はみんな素直だと思う。 

・学校以外でも積極的に挨拶ができる。 

・朝の挨拶運動がすごくいい。 

・学年が大きくなっても、いじめのない学校生活を送れるようにしてほしい。 

・おおらかでやさしい子が多いと思います。 

・落ち着いた雰囲気で楽しく過ごしている姿が見られるところ。 

・教職員の皆様が、よりよい学校生活を送れるよう、子ども達の成長がよりよいものになるよう努

めてくださっているのが伝わります。 

 

③その他 

・親や地域との連携がきちんと取れている。 

・授業や体力づくりなど、子ども達の成長、安全面等の情報が早く伝わってくる。 

・校長先生自ら朝の挨拶に出ていること。子どもが楽しみとよく話しています。すてきな学校です。 

・担任からのお便りは大変よいです。（詳しくて、分かりやすい） 

・ブログの更新が多く、学校や子ども達の様子が分かるのがよいです。 

・子ども達のことを一番に考えてくれていること。安心して学校に通わせることができます。 



・学級通信が多くて子ども達の様子がよく分かり助かります。授業参観に行くと、玄関ですぐ「こ

んにちは」とあるのでいいと思います。 

・車イスの子の施設の充実。 

・行事等の時、一生懸命なところがいいです 

・先生方が子どもに寄り添って対応してくださっているところ。 

・毎朝、先生方が外で子ども達を迎えてくれて安心して学校に入っていけるのでありがたい。 

・先生方が明るいところ。話しやすく、対応も早い。 

・先生方が親身になってくれるところ。 

・学年が大きくなっても、いじめのない学校生活を送れるようにしてほしい。 

・凡事徹底。 

・環境整備作業の時、バスケ少年団の子達がちゃんとやっていてえらいと思いました。 

・先生方は児童一人ひとりをきちんと見てくださっているのでありがたいです。 

・スポーツに力を入れているイメージが強いです。 

・先生たちの連携が取れていると思います。 

・スポーツ交流会等で先生方の雰囲気がいい。 

・行事の練習や準備を楽しそうにしている。 

・学校行事で 6年生がリーダーとなって運営しているのはとてもいい。 

・なわとびなど体力づくりに力を入れているところ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．本校の児童に望むこと（親の願い）について 

 

・どの先生が担任になっても安心できるように学校として指導してほしい。先生の印象で学校の見

え方が変わります。（ほとんどの先生はいつも笑顔で子ども達に信頼されていると思います。） 

・コミュニケーション力やプレゼンテーション能力を養ってほしい。失敗を恐れず何事にも挑戦。 

・気持ちのいい挨拶、相手意識に立った言動、自己肯定感、自己有用感を持つ。 

・元気に楽しく勉強してほしい。 

・活字をもっと読んだ方がいいと思います。（語彙を増やすためにも） 

・学校での学習は、得意、苦手にかかわらず親身になって接してほしい。 

・車での登校が多いと思います。子ども自らが歩くような声かけをしていただけたらと思います。

登下校は車ではなく「歩く」が当たり前になってほしい。 

・自分の気持ちも相手の気持ちも大切にして、受け入れあったり認め合ったりしながら、よい人間

関係を築いていってほしいです。 

・仲間を大切に、心の豊かな子に成長してほしい。 

・別海の基準が全てではないと言うことを早い時期から気づき、視野を広げてほしい。 

・命の大切さ生きていることのすばらしさが分かる子ども達であってほしい。 

・明るくのびのび、元気な挨拶、優しい心を大切にして欲しいです。 

・子どもでも、「何がよくて」「何が悪い」のか分かる人間に育ってほしい。 

・あいさつが元気にできたらいいなと思います。（町ですれ違った時にも）（誰にでも） 

・優しい子ども、のんびりした子ども、おおらかな子ども達が、これからの変化が大きい世の中を

力強く元気にいい所を発揮して、辛い、悪いことにも負けないで生き抜いてほしい全員、と思っ

ています。 

・些細ないじめすらなくなってほしい。思いやりのある心を持ってほしい。 

・自分で考え、行動する力を身に付けてほしい。 

・明るくのびのび、元気な挨拶、優しい心を大切にして欲しいです。 

今回評価していただいたことは、大きく分けると「学力向上に関する取り組み」

「子ども達一人ひとりへの関り方」「教育活動などの情報発信」の三点でした。次年

度も、子ども達一人ひとりが生き生きと学習・生活をすることができるよう取り組

んでいきます。また、その様子につきましては、ブログ、学校便り、学級通信など

でお伝えしていきます。たくさんの励ましのお言葉、ありがとうございました。 



・ゲームの時間を減らしたい。（わが子） 

・いじめのない、一人ひとりの個性を尊重しあえる子ども達であってほしい。 

・警戒心、身を守る方法も学んでほしい。自分から興味を持って学ぶ子どもになってほしい。 

・友達のことを思いやる集団。 

・活字をもっと読んだ方がいいと思います。（語彙を増やすためにも） 

・支援学級の平日のレクや交流会等を土曜日に実施してほしい。平日一日つぶして交流して勉強が

おろそかになるのはおかしいと思います。 

・一人ひとりが得意なことで活躍できる場がもてるといいです。 

・このままピュアな気持ちを持ちつつ自分のことは自分でできるようになってほしいです。 

・別海町は第一次産業の町であることを子どものうちから知ってもらいたい。 

・何でもいろいろなことを体験してほしい。 

・子どもでも、「何がよくて」「何が悪い」のか分かる人間に育ってほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．ご意見など 

 

・何事も本質をしっかりと教えてほしい。（時代が変わっても変わらない本質があると言うこと。） 

・国語辞典をもっと使ってほしい。読書感想文など内容を理解し、まとめる機会がもう少しあれば

いい。 

・要所要所でスイッチを入れていただければと思います。 

・通学路の除雪を確認して登校時間を決めてほしいです。 

・教職員の資質向上と均一化。 

・児童と先生方が、慣れすぎず、甘やかさず、厳しく接していただきたい。 

・新しい体験や学びができる教育。 

・面白い勉強（まじめすぎない） 

・子ども達をからかってくる大人がいること等を子どもから聞いていました。学校での対応を教え

ていただけると親も同じ対応ができると思います。 

・お便りがすごく多くて、大切な情報を見逃す時があります。 

・酪農、漁業、林業等の視察や体験ができる授業を取り入れることは可能ですか。 

・宿題、家庭学習の量や習い事、少年団活動等、子どもがゆっくりする時間が少ない。子どもも時

間にゆとりがある生活が必要なのではないか。 

・毎日家庭学習に一生懸命に取り組んでいるが、「質」より「量」を重視しているような取り組みに

疑問を感じます。子ども達には「内容」が大事であることを教えてほしい。 

・学校からの宿題は、１年生から多いほうがいいと思います。道東の学力向上にもっともっと力を

入れていただきたい。 

・時間割等子どもが見るものは、子どもが読めるようにして欲しいです。（習っていない漢字は使

わない。もしくはふりがなをふるなど）また、授業で使うものは、もう少し早く教えてほしいで

す。（図工で使う箱等） 

・学校では一日担任の先生と過ごします。勉強を教えてくれることはもちろん一番大事だと思いま

すが、先生と遊ぶ、触れ合う時間も大切だと思います。子ども達と先生との信頼関係もできると

意欲も上がると思います。 

・酪農、漁業、林業等の視察や体験ができる授業を取り入れることは可能ですか。 

・放課後学習会での勉強を更に有意義なものにする工夫をして欲しいです。 

 次年度も「学校は楽しい！」と、登校することができるようがんばっていきます。

その上で、子ども達には、いろいろな体験・挑戦をさせ、たくさんの力を身に付けて

ほしいと思っています。 

「歩け歩け登下校」につきましては、次年度も推奨していきます。保護者の皆様の

ご理解とご協力をいただければと思います。また、よい人間関係を築くため、命の大

切さを理解するためなど、いろいろな場面で正しい判断をすることができるよう、日

常の指導はもちろん、特に道徳の学習を充実していきます。 



・読書や家庭学習の習慣づけは親の協力も必要ですね。 

・褒める、しかるのメリハリを付けてほしい。 

・できる子をアピールするより、できない子のがんばりを伸ばしていただきたい。 

・先生方にも、もう少し行事を盛り上げてほしい。 

・困ったことがあれば、保護者に積極的に相談すればいいと思う。 

・保護者のお迎えの車が教員住宅辺りで３～４台縦列駐車していて、それを追い越す時危険だと感

じます。子ども達の安全を考えて学校からこまめに保護者に呼びかけていただけると助かります。 

・児童と先生方が、慣れすぎず、甘やかさず、厳しく接していただきたい。 

・通学路の除雪を確認して登校時間を決めてほしいです。 

・防犯対策を今から身に付けてほしいです。 

・教職員の資質向上と均一化。 

・先生たちにもっと休息を。 

・１年生の保護者は初めてのことばかりで不安も多いと思います。お頼りだけでは理解できないこ

とも多くありました。しかし、連絡帳や電話連絡等で、忙しい中丁寧に対応してくださることに、

日々、感謝しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※今年度いただいたご意見につきましては、次年度の学級運営に活かしてまいります。お

忙しい中たくさんのご意見ありがとうございました。また、何かありましたら学校まで

ご連絡を下さい。 

※１年間の学校の様々な活動に対するご理解と・ご支援ありがとうございました。 

①学習に関って 

・家庭学習につきましては、宿題と自学と読書で「学年×10 分＋10分」を目標にし

ています。この目標を達成するためには、ある程度の“量”は必要になります。

しかし、“質（内容）”も大切にしなければなりません。学校では児童の発達段階

に合わせて、自学の紹介や交流を通して、質の向上を目指しているところです。

また、読書活動も家庭学習に位置付けています。ご家庭でも積極的に取り組むこ

とができるよう、学校では朝読書の時間を設けたり、図書バスを積極的に利用し

たり、校内に新聞コーナーを設置したりしているところです。少しずつ定着して

きています。ご家庭でも、ご協力いただければと思います。 

・体験学習につきましては、主に、生活科や社会科、総合的な学習の時間等で計画

的に行っています。子ども達が、よりよい体験をすることができるよう次年度も

考えていきます。（今年度は、漁業と酪農に関する体験学習、地域探検は実施いた

しました。） 

②児童の安全に関って 

・防犯訓練は、防災訓練とともに計画的に毎年実施しています。次年度も実施する

予定です。 

・交通安全に関っては、いろいろな場面を想定し、子ども達に話していきます。保

護者の皆様には、基本的には登下校は徒歩でお願いするとともに、送迎の際のル

ールをもう一度確認していただきたいと思います。 

・お子さんのことで心配事等がありましたら、いつでも学校まで連絡を下さい。 


