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平成２９年度 前期 西仙北小学校 教育についての保護者意識調査

１ 趣 旨

本校の前期学校経営及び教育活動に対する保護者の意見や要望を調査し、

今後の学校経営及び教育活動の改善に資する。

２ 調査対象

保護者（２３５ PTA会員）全員

３ 調査時期

保護者：７月～８月

４ 回収された調査用紙数

保護者２２７名

５ 調査内容

学校経営及び教育活動等の実施状況について

大仙市立西仙北小学校大仙市立西仙北小学校大仙市立西仙北小学校大仙市立西仙北小学校



平成２９年度 前期学校教育についての保護者「意識調査」結果について

本校の前期学校経営や教育活動に対する保護者の意見や要望を調査し、今後の学校経営

等の改善に活用するため実施した「平成２９年度前期学校教育についての保護者意識調査」

の結果が出ましたのでお知らせします。

結果の集計に当たっては、各調査項目の回答について

ア：よい＝４点、イ：ままあよい＝３点、ウ：少し不十分＝２点、エ：不十分＝１点と

数値化することによって、本校の「よい点（特色）」と「改善の必要がある点（課題）」が明らかに

なるようにしました。

（※ 3.0点を境目に、それを上回ればプラス評価、下回ればマイナス評価と考えました。）

その結果、保護者意識調査はすべての項目でプラス評価をいただき、本校の今年度前期の学校経

営や教育活動に対する取組や、「学校生活の向上」「特色ある教育活動事業」等について、おおむね

ご理解をいただけたものと考えております。しかしながら、今後改善を要すると思われる項目もあ

り、後期の教育計画づくりと実践に活かして参りたいと考えております。

調査結果から、評価の高かった項目と、やや低かった項目を、それぞれあげてみました。

〈評価の高かった項目〉 保護者評価点３．５２以上

・お子さんは、西仙北小が楽しいと言っていますか。 （３．６５点）

保 ・西仙北小では、町の自然や伝統文化・人材などを活用した特色ある活動が（３．６１点）

護 されていますか。

者 ・西仙北小では、教育活動や子どもたちの様子を、適切に伝えていますか。 （３．５２点）

〈評価の低かった項目・やや評価の低かった項目〉 保護者評価点3.３３以下

保 ・お子さんは、家庭学習の習慣が、身に付いていますか。 （３．２８点）

護
・西仙北小では、保護者や地域の方々の意見・要望をいかすように取り組ん （３．２９点）

者 でいますか。

・西仙北小の子どもは、思いやりの心が育っていますか。 （３．３３点）

保護者の皆様に、本校のよさをたくさん見付けてくださっていることをうれしく思えた調査結果

でした。

今回の調査結果を参考に、本校のよい点については一層の充実を図り、ご指摘のあった点のなかで、

できることにつきましては早急に具体的な改善策を講じて参りたいと考えております。

なお、評価の低かった項目や、自由記述でご指摘を受けた内容について、現時点でお答えできる

ものの一部について、後述の「一緒に考えて進んでいきましょう！」にまとめていますのでお読みくだい。

ご協力本当にありがとうございました。

（文責：校長 三 浦 仁）



ア イ ウ エ

評価点3.65 151 73 3 0 （人）

ア イ ウ エ

評価点3.33 86 132 8 1 （人）

ア イ ウ エ

評価点3.41 107 105 15 0 （人）

ア イ ウ エ

評価点3.28 108 80 34 5 （人）

ア イ ウ エ

評価点3.44 109 111 6 0 （人）

ア イ ウ エ

評価点3.44 107 114 6 0 （人）

ア とても育ってます　イ 育っている　ウ 育っていない　エ 全く育っていない

１　学校が楽しいと言ってますか？

＊回答者数　２２７人

ア よい　イ まあまあよい　ウ 少し不十分　エ 不十分

ア とても分かりやすい　イ 分かりやすい　ウ 分かりにくい　エ 全く分かりにくい

　たくさんの保護者の皆様のご協力に厚く感謝を申し上げます。

　アンケートがまとまりましたので，その結果をお伝えします。

ア 楽しいと言っている　イ まあまあ　ウ 楽しくない　エ 全く楽しくない

保護者アンケートの結果について（ご報告）保護者アンケートの結果について（ご報告）保護者アンケートの結果について（ご報告）保護者アンケートの結果について（ご報告）

ア よい　イ まあまあよい　ウ 少し不十分　エ 不十分

ア よい　イ まあまあよい　ウ 少し不十分　エ 不十分

６　体力向上についての取組はどうで
すか？

ア＝４点　　イ＝３点　　ウ＝２点　　エ＝１点

２　思いやりの心が育っていますか？

３　教科の指導について，お子さんは
楽しく分かりやすいと言ってますか？

４　家庭学習の習慣が身に付いていま
すか？

５　給食指導、健康指導の取組はどう
ですか？
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ア イ ウ エ

評価点3.40 105 110 11 0 （人）

ア イ ウ エ

評価点3.61 144 78 5 0 （人）

ア イ ウ エ

評価点3.41 103 112 12 0 （人）

ア イ ウ エ

評価点3.29 87 126 10 1 （人）

ア イ ウ エ

評価点3.52 125 97 4 0 （人）

ア イ ウ エ

評価点3.44 113 101 13 0 （人）

ア イ ウ エ

評価点3.43 113 100 13 1 （人）

ア よい　イ まあまあよい　ウ 少し不十分　エ 不十分

ア しやすい　イ まあまあしやすい　ウ 少々しにくい　エ しにくい

ア よい　イ まあまあよい　ウ 少し不十分　エ 不十分

９　教職員は、子どもと語り合い、好ま
しい人間関係づくりに努めていますか？

ア 取り組んでいる　イ まあまあ　ウ 少し不十分　エ 不十分

ア されている　イ まあまあされている　ウ 少し不十分　エ 不十分

ア　努めている　イ まあまあ努めている　ウ 少し不十分　エ 不十分

７　交通事故や自然災害、不審者などか
ら身を守る指導や取組はどうですか？

１０　保護者の皆様や地域の方々の意見・要望
を活かすように取り組んでいますか？

１１　教育活動や子どもたちの活動の
様子を、適切に伝えていますか？

１２　お子さんの学校生活や心身の健
康等について、相談しやすいですか？

１３　校舎・校地内の環境整備状況は
どうですか？

ア 伝えている　イ まあまあ伝えている　ウ 少し不十分　エ 不十分

８　町の自然や伝統文化・人材などを活
かした特色ある活動がされていますか？
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＜＜＜＜    自由記述自由記述自由記述自由記述    ＞＞＞＞  （ほぼ原文のままです。） 

 

１年 

・毎日「楽しかった！」と学校から帰って来ますが，毎朝「行きたくない…」と一回は言

います。（バスには嬉々として乗って行くので朝が苦手なのかと…）宿題は半泣きでやっ

ており（とりかかるまでも時間がかかります）。なので，それ以外の勉強は全く出来てお

りません。本当にお世話になっております。 

・相談しやすく子どもがしっかり学び解決できるよう導いてくれる先生方の関わりに感謝

しております。 

・家庭学習の習慣が自然と身に付いていたので，学校やお友達の様子（環境）が良いのだ

と思います。1 年生になったばかりの頃は，不安でしたが親としても子どもが楽しそう

に登校しているので，とても安心しました。 

・1年生で今習ってる算数の「１０より大きい数」の勉強は，１０でひとまとめにして（ブ

ロックなどを使って）子どもにも分かりやすく楽しい勉強だと思いました。 

・校舎内，暑く感じました。室内でも熱中症の可能性もありますし，エアコンを検討され

ても良いのではと思いました。つけっぱなしでなくても～度超えたらいいという感じで

も・・・ 

・大変お世話になっております。低学年の今だからこそ学校生活にしっかりと取り組ませ

たいと思います。これからも，よろしくお願いします。 

・学年報のこだまでは，様々な出来事やお知らせを載せていただいているので，こだまを

見ながら自室で子どもとたくさん話が出来るのでコミニュケーションのツールとしてす

ごく助かっています。 

・写真やイラスト付きの学校・学年だよりが頻繁に来るので，学校での様子が分かりうれ

しく思っています。一週間の時間割の配布も，忘れ物がないかチェックしやすく良いと

思います。「イ」の回答は“まあまあ”というよりは，よく分からず“普通”と言うこと

です。今後もよろしくお願いします。 

・学校報のおかげで，学校での子どもたちの様子や活動が手に取るように分かります。親

としては大変うれしいです。先生達も，お忙しい中，頻繁に発行してくださり，ありが

とうございます。これからも，よろしくお願いします。 

・子どもが毎日元気に登校出来ている事が，親子にとって嬉しい事です。授業参観を見て

いても，先生方の子ども達への思いが伝わってきます。今後ともどうぞよろしくお願い

します。 

・このような調査をするのであれば，回答者の氏名を記入するのはどうなのでしょうか？

色々考えて正直な意見を書けない方もいるのではないでしょうか。 

 

 



２年 

・担任の先生はいつも快く相談にのってくれて，連絡帳に書いたときはすぐに電話をくれ

たりとても頼りになります。おかげ様で勉強面でも分かりやすいと言っていました。 

・「学校が楽しい」と言って毎日に登校してくれるので，本当にありがたいです。 

・いつもお世話になっています。先生方には良くしていただいているので，特にないです。 

・保育園で行っているような，災害時の引き渡し訓練を行ってもらえると，もっと安心で

きそうだ。  ・給食を試食したい。 

・ＨＰを見て，付きの日程やバス時間を確認しています。月曜日には更新してほしい翌月

の日程も早めに載せてもらえたら，すごく幅も広がると思います。（５）フッ化物洗口は

毎日やっているのでしょうか。 

・宿題等の丸付けですが，間違っているところや分からないところをすぐに直す，という

点では大変良いと思います。ただ，保護者が答え無しで，丸付けをする際，間違って教

えてしまっていないか心配があります。（親の勘違い等もあると思うので） 

 

３年 

・家庭学習は本人の気持ちが向かず，毎日だらだらと時間だけが過ぎていき，身に付いて

る感じがしません。    ・本人の頑張る気持ちが出てくようにしたいのですが。 

・授業参観の時に，トイレを使用する機会があるのですが，結構いつも汚れて（便器まわ

り）いるのが少し気になっていました。衛生面が多少心配だったりします。 

・いつもお世話になっています。ありがとうございます。帰ってくると，まずは一人勉強

とプリントをする，という姿勢がしっかりついてきました。お友達もしているし，と言

って泣きながら続けます。学校の様子も，いろいろなプリントで知ることができうれし

いです。 

 

４年 

・苦情その他の意見もございません。いつも子どもたちを安心して預けさせていただき感

謝しております。担任の先生の通勤を考えると申し訳なく思いますが，本当に受け持ち

になることができ嬉しく思っております。これからもお願いいたします。 

・Ｋ先生が担任になり，より一層楽しい学校生活を送っているようで，今まで先生の話を

することはあまりなかったのですが，Ｋ先生の話を良くするようになりました。先生が

担任で本当に良かったと心から思います。 

・二階の教室になってから，とても狭く感じる。ＰＴＡに行っても授業内容をきちんと聞

くことができない。聞こえない（教室に入ることができないので）。 

・悪い事をしたら，少しぐらいゲンコツなどしてください。 

・夏休み中，プールに自転車で行けない子どもは，歩きでしょうか。バスを支所や公民館

などに寄ってもらえないんでしょうか。通学時，車で行く時なぜ玄関だめなんですか。 

 バスはいいんですか。 

・教職員の方々は皆さん相談しやすく，学校全体の雰囲気がとても良いと感じます。現時

点で不満はないに等しいです。 

・色々な事に力を入れてくれている学校だなと思っています。 



５年 

・安心して子どもを任せています。教職員の皆様には，後難儀をお掛けいたしますが，今

後ともよろしくお願いいたします。 

・毎日，楽しく学校へ行かせてもらっています。それだけで，大変ありがたいことだと思

っています。今後ともよろしくお願いいたします。 

・学校は毎日楽しく，先生方も話しやすく友だちもいて満足しているとの事だったので。 

・良い悪いで判断できない場合の回答も設けて欲しいです。 

・うちの子ではありませんが，学校をずっと休んでいる子がいると。子どももすごく心配

しているようです。体調も心配ですが…大丈夫でしょうか。ＰＴＡの時，風船を使った

作品もありませんでした。もしかしてまた…と思ってしまいました。 

・給食を食べる時間が，１５分間くらいで短いと言うので，２０分間くらいあるとよい。

子どもの事で相談したら時，すぐに対応してくれて安心しました。今後もよろしくお願

いします。 

・ＰＴＡ参観が小中で２日連続になるのは，かなり大変です。週をずらす，月をずらす等

調整をしてもらえるとありがたいです。 

・１１月になると５時バスの時間は，外が暗くて危ないと思う。冬バスの時間を検討して

もらいたい。 

・家庭学習に関しては，私の声かけに問題があるかもしれませんが，なかなか取り組みが

進まない日が続いています。取り組み回数を増やすように声かけをしたいと思います。 

・（７）（８）は，行事の内容について何かひとつでも得ることがあると伝えてくれるので

話を聞くことができていると思います。今後とも，よろしくお願いします。 

・玄関に鍵を掛けて欲しいと思います。親も職員室へ声をかけることを守って行きたいが 

 不審者は勝手に入ってくると思うので，施錠をお願いしたいです。 

・スポ少の迎えで，玄関付近でたばこを吸っている親が多いです。野球場も禁煙のはずだ

が守られていないことが残念だ。 

・（２）いじめ問題がありました。思いやりの心，相手を思う心があれば，そんなことはお

きないと思います。でも，これは学校側のせいでないと思っています。「わからない」と

答えたのは，子どもにそれに取り組んでいる姿など見られないので…。 

まあ，家庭でのしつけですよね。 

・いじめ問題があり，５年生が集まりましたが，何のために集まったのか分かりませんで

した。紙に書いて説明しても良かったのでは。と思ってしまいました。残念です。 

・良くしてもらっていますが，子どもたちの前で悪い事（愚痴など）は言わない方が良い

と思います。全部聞こえてきますので… 親にも知ってほしいと思って，言ってあれば

別ですが。 

 

 

 

 

 

 



６年 

・今まで関わっていただいた先生方のご指導のおかげで，家庭学習の習慣がしっかりと身

に付いてのだと思います。１年生のうちからの積み重ねが重要だと思いますので，早い

段階からの家庭学習の定着を，今後も続けていっていただきたいと思います。ご指導の

程，よろしくお願いいたします。 

・先生方には，丁寧にご指導いただき感謝しております。 

・スポ少の大会にも応援に来ていただいたり，校内に掲示していただいたりして，子ども

たちを励ましていただいてありがたいです。 

・名前の記入では，満足に本音を言えない方がいるのではないでしょうか。 

・入学以来，子ども親とも担任の先生にを信頼しており，学校生活を過ごしていることは

かわりませんが，学校全体でとなると最近は不安を感じることもあります。子どもから

担任の先生以外の学校での関わりをほとんど聞かなくなったので。日々そういう関わり

が少ないのだと感じています。全体的に（イ）がおおいのですが，昨年までは，ほぼ（あ）

にしていました。学級というせまいところでは，可能なかぎり努力してくださっている

と感じていますが，（２）（９）（１０）（１１）（１２）については，学校全体となるとと

ても選択にまよいました。 

・（４）全校テストが近くなると，自分が納得するまで勉強している。１回だけではなく，

分かるまで取り組み満点を目指し家庭学習に取り組む姿勢がすばらしいと思う。普段の

家庭学習もノートびっしり学習している。 

・学校に行きたくないと一度も言ったことがなく，楽しかったと帰ってくる事に大変うれ

しく，先生方には感謝しています。 

・大好きな先生と仲間と一緒に生活する中で，時には喧嘩したり叱られたりしながら，良

い事も悪い事も嬉しい事も嫌な事も沢山経験し，日々を楽しんでいることに感謝してい

ます。学力向上の為，家庭での生活リズムを見直し習慣付けていけるよう，努めていき

たいです。部活と学習の両立を目指して…。 

・子どもたちに対しての不適切な言動や行動，教師とは思えないような態度を取る先生が

いらっしゃると聞いております。どのような対策を行ってますでしょうか。 

 



一緒に考えて一緒に考えて一緒に考えて一緒に考えて、、、、進んでいきましょう！進んでいきましょう！進んでいきましょう！進んでいきましょう！

（評価点が低かった項目について、取り上げてみました。）

●思いやりの心をもち、いじめ・不登校のない楽しい学校生活を送●思いやりの心をもち、いじめ・不登校のない楽しい学校生活を送●思いやりの心をもち、いじめ・不登校のない楽しい学校生活を送●思いやりの心をもち、いじめ・不登校のない楽しい学校生活を送

るために、できることは。るために、できることは。るために、できることは。るために、できることは。

本校の子どもたちは、まじめでがんばりやさんで、異学年同士は大変仲がよくやさし

い言動がたくさん見受けられます。しかしながら、同学年同士では、馴れ合いの気持ち

から発せられる相手を傷つける心ない言動もあります。その都度注意を促し、個別指導

をし、傷が大きくならないように対処しています。思いやりのある言動は大いに賞賛し、

それが広がるようにしたいものです。

また、いじめは、命と人権に関わる問題、しかも、どの子にも、どの学校にも起こり

うる問題という認識を持ち、全児童・全教職員・全保護者で対応することが重要と考え

ます。そこで、本校では、まずいじめを生み出す素地を作らないために「いじめを出さ

ない、開かれた心の通い合う学級づくり」や、「いじめにつながりそうな言動について共

通理解し、いじめの芽を出させない子どもへの関わり方」等の研修を積極的に行い、各

学級担任等が、日々の授業を通して支え高め合う学級集団づくりや、子どもたちの自尊

感情を育てるように指導・支援を行っています。

また、いじめは早期発見して悪化を防止し、必ず解決しなければいけないという危機

意識を持ちながら、いじめの兆候が発見された場合には、情報を共有し、迅速に、組織

的に対応を行っております。子どもたち（や保護者の皆様）との日常的な「教育相談」

や、定期的な「いじめアンケート」もその一環として行っていきます。その結果につい

ては、保護者の皆様に公表することが目的ではなく、当該の子どもへ指導を迅速に行う

ために実施しています。

友だちとの衝突やトラブルは、健全な人格形成のためには、ある面で非常に有益で、

全面的に否定できるものではありません。しかし、健全な発達の途上にある子どもは、

友だちとの衝突はあっても、いじめとは無縁です。（いじめの芽が大きくなりそうな時に

対応したケースも今年度ありました。当該の子どもへの指導も継続しています。）

本校では、今後も子どもたちの人格的成長の支援を目的とする、積極的な生徒指導を

今後も続けていきます。保護者の皆様にも子どもの様子が気になったらすぐに、学級担保護者の皆様にも子どもの様子が気になったらすぐに、学級担保護者の皆様にも子どもの様子が気になったらすぐに、学級担保護者の皆様にも子どもの様子が気になったらすぐに、学級担

任や管理職にお話ししていただけるように任や管理職にお話ししていただけるように任や管理職にお話ししていただけるように任や管理職にお話ししていただけるように、これからもお願いしたいと思っています。

※この調査が記名式だったことにつきまして、本音を言えないというご指摘がありました。

本調査は、不特定多数の方にお願いするアンケートとは違って、西仙北小学校に関わる保護

者の皆様の意識を調査したものです。改善点を探り、子どもの健全な成長のために「記名式」

で実施したことをご理解ください。

★ご指摘のあったことについて・・・来年度考慮します。

（１）学習参観日：中学校との日程調整をして、週をずらす等の措置を講じます。

（２）給食試食会：西部学校給食センターと連絡調整して実施したいと思います。



●発表力の向上、自己有用感の醸成のために、できることは。●発表力の向上、自己有用感の醸成のために、できることは。●発表力の向上、自己有用感の醸成のために、できることは。●発表力の向上、自己有用感の醸成のために、できることは。

自分の考えや意見を発表することに少し苦手意識をもっている子どもがいます。家庭学

習の習慣が身に付いていないと感じている保護者の方もいました。

自分の思いや考えをどんな人の前でも、はっきり堂々と話すことができ

れば一番ですが、話すことが苦手な人は、自分の考えをわかりやすく書く

ことができればいいなあと思っています。

また、学校では先生の話や指示が長くならず、子ども同士の関わり合い

の中で学習のゴールに向かっていくような授業を心がけています。最後は、「一人一人が

自分のことばで、わかったことやまだ理解できないことなどを発言できる・記録できる」

ようになってほしいと思っています。

一人勉強もそれぞれの子どもが自分のスタイルで実践しています。私もノートを見せ

てもらい、アドバイスをするのが楽しみです。学年が上がるにつれて、写し学習やドリ

ル学習だけにとどまらずに、自分のための学習になってきています。たとえば、「ドリル

は①から⑳まで全部やるのではなく、読みの方を見て頭の中で書けなかったり、書く自

信がなかったりする漢字だけを書き、そしてその漢字を使った単文を自分で作ってみる。」

特に、「ドリル学習のみで終わらずに、今の学習の復習を中心にもう一度家で自分の力で

やってみる。」ことを勧めます。量より質の一人勉強に移行していくようにしていきたい

ものです。

※「学習のタイトル記入」「学習日の記入」「ドリルであれば自分で丸付け」は最低限必要だよと

アドバイスしています。

また、友だちと活動することが好きだという本校の子どもたちです。友だちがいてこ

その学校生活だと思います。それに、自らの力で克服したり獲得したりしていくことの

実感を持たせていきたいです。「あいさつは相手より先に明るくできる」「掃除を一生懸

命できる」「いざというときには、ふざけないで真剣に活動できる」「分からないことを

そのままにしないで、自分の力で理解するように努力する」など、当たり前のことを当

たり前にできる人は、みんなのために必ず役に立っているのだよと励ましていきたいと

思っています。

そして、何よりも嬉しかったことは、子どもも保護者の方も

「西仙北小学校が楽しい西仙北小学校が楽しい西仙北小学校が楽しい西仙北小学校が楽しい」「学校の雰囲気がよい学校の雰囲気がよい学校の雰囲気がよい学校の雰囲気がよい」と感じていることです。ありがと

うございます。励みになります。

縁があって西仙北小学校で、子ども同士・先生と子ども・先生と保護者のふれ合

いをもつ機会ができました。よい人間関係の絆を大事にし、これからも「わかりや

すく勉強を教えることに努め」「学校生活や心身の健康等について相談しやすい」教

職員でありたいと思っています。

さらによい西仙北小学校となっていくように、子ども・保護者・教職員それぞれ

力を合わせて進んでいきましょう

（文責：校長）


