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平成３０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（２１８ PTA会員）全員

３ 調査時期

保護者：１０月

４ 回収された調査用紙数

保護者２１６名（９９．１％）

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３０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３０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、今年度残りの期間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。 （３．５３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（３．５２点）

護 されていますか。

者 ・体力向上の取組はどうですか。 （３．４６点）

・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。 （３．４６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。 （３．１１点）

護
・教科の指導について、お子さんは楽しく分かりやすいといっていますか。 （３．２４点）

者 ・西仙北小の子どもは、思いやりの心が育っていますか。 （３．２５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）







【1年生】 

・学力に関しては，学校に不満はありません。本当にいつも支えていただき感謝しています。

今後は今まで以上にお力をかりなければいけないと思いますが，どうぞよろしくお願い

致します。 

・本人は，勉強がわかりやすいと言っていますが，家での学習時にちゃんとわかっているか

が疑問に思う時があります。ひらがな，漢字の書き方のコツのようなものを教えて下さる

と，字が上手になるのになあと感じることがあります。 

・日頃より子どもたちの為にご尽力下さりありがとうございます。「学校が楽しい」と感じ

ている子どもの様子をうれしく思っております。今後もご指導の程，宜しくお願い致しま

す。 

・校内の和式トイレは水栓レバー部分から水もれがあり，足元がぬれて転倒しやすく危険だ

と思います。 

・登校時，バス停に送迎しても車から降りず，挨拶をしてくれない父兄，挨拶ができない児

童が多く残念です。 

・楽しく明るい生活…「小学校が楽しい」と言ってくれるのが何よりです。学校が楽しけれ

ば，勉強にも積極的に取り組みますし，学校が楽しいということは，嫌なことがない，あ

っても乗り越えられる指導をいただいている→友達関係が良い，ということだと思って

います。 

 

【２年生】 

・夏休み前からどうしても算数の時計の問題が苦手で、夏休み中も何度も復習しましたが，

やっぱりまだ不安が残っていて，先生に相談したところ，学校でも放課後の時間にじっく

り教えていただきました。その結果，今では時計の問題が大好きになりました。ありがと

うございました。 

・（２）子どもたちの中で下の子に対する言葉，態度が気になる所があります。特に先生方   

 の目の届かないバスの中とか一回二回は言わないようにはしていますが，バカな子ども

でも心はあるし，気にはなります。面と向かってバカとか言われると嫌らしいです。私も

すごく残念です。上の子どもたちの頃は，どんな子どもでも，年下の子にはそんな事はな

く，面倒見ていたので今は違うのかなと思います。 

・低学年の頃から，子ども同士の問題をまずは子ども同士で話し合いをして解決する方法を

身につけるやり方は，心の成長につながっている様で，とても感謝しています。今後とも

ご指導よろしくお願いします。校長先生のお人柄，とても素敵です‼ 

・下校ルートについて…   

下校のルートが朝の登校ルートと違う児童はいますか？登校ルートとは違うルートで帰

っている子がいるそうです。自宅が見えている位の所であれば近道くらいは…とは思い

ますが，明らかに違うルートのようです。我が子も誘われるようです。（登校ルートで帰



るよう伝えています）下校のルートの確認をお願いいたします。何かあったら心配です。 

・下校後，長期休み中の行動について…  

 他の人の家に声もかけず，（AM7:00）夕（17:00～）上がってきてしまう子がいます。そ

の都度，勝手に入ってきてはいけないことを伝えていますが，あまり聞いていない様子で

す。我が子は，学童なので来てもいないので遊べないことを伝えていますが、なかなか帰

ってくれません。冬休み前に遊びに行く時のルール等を学校からも，今一度ご指導いただ

けると助かります。 

・子どもたちがしっかり素直に育っている様子が，学習発表会等でもすごく表現されている

と思います。校内環境の整備にも心配りがされていて感謝しています。 

・プールやトイレの除菌徹底，子どもたちが使用する為，年１回のＰＴＡ活動だけでなくト

イレ掃除追加希望します。よろしくお願いいたします。 

・皆勤賞を目指すと言って，休まないよう自分でも努力しているので，学校が楽しいのだと

思います。 

・毎日、宿題（特に一人勉強ノート）のチェックを，細かいところまで見ていただき，あり

がたいです。 

・（１２）について，面談の時や，学校に行った際，先生に相談させてもらっています。 

 私が，子どもの事で思っていた事を先生も気付いてくださっていて，これからこんな風に

していこうと考えていると言ってもらえて，安心しましたし，心強かったです。 

 ありがとうございます。 

・西仙北小学校の先生方にはいつもお世話になっております。学校外でも気さくに話しかけ

ていただき，本当にありがたい事だと思っております。学習発表会についてですが，保護

者と下校が原則ならば，やはりフィナーレは全児童で行った方が良いと思いました。また，

体育も立派な学習の一つだとは思いますが，運動会やマラソン大会があるので，学習発表

会では運動ではない学習を前提にして欲しいと思いました。 

 

【３年生】 

・自然の中でのびのびできる環境の反面，校地内に熊の糞らしいものが多く，子どもたちが

発見しており，触れたりする子もいたらしく，今の野生動物は，怖い所もあり，何か対策

があればと思います。 

・行事の時の持ち物，準備する物の説明が分かりにくい時があります。 

・週計画表に「持ち物」の欄があるのに，月曜日の毎週必ず持っていく物の記載しかありま

せん。その日に必要な物があるとすれば，（軍手，プランター等）そこに書いていただけ

ると，子どもも見て自分で準備できると思うのですが。 

・ていねいに指導してくださってありがたいのですが，休み時間も昼休みも一人勉強ノート

の「直し」を毎日させるというのは，少し多いのではないでしょうか。宿題をやってこな

かったのなら分かりますが。 



・９月の西仙北地域大運動会の際に，振替休日があるのにもかかわらず，参加，不参加の選

択肢があるのは，どうなのでしょうか。学校の運動会は全員参加で土曜になので振替があ

るはわかるのですが，地域運動会の場合は，あらかじめ参加しないと分かっていても振替

休日で休みというのは，腑に落ちない部分があります。 

・夏休み，プールに往復するバスは，第二児童クラブを経由できないだろうか。今年は，児

童クラブからプールまで歩いて移動していたが，暑い日は心配だった。 

・担任の先生だけでなく，他の先生からも声かけしてもらい色んなことを教えていただいて

いるようで，とてもありがたいと思っています。 

・（７）について言えば，登下校時等、大人がいない時に自然災害等に遭った場面の取り組

みをしてもらいたいです。 

・（１３）やはり３年以上の児童クラブが学校のそばではないのが不便です。近い将来，下

の子どもが第１，上が第２と別々になることを考えると厳しいです。 

 

【４年生】 

・（１０）どのような意見・要望があるのかわからなかったので（エ）を選択しました。 

・いつもご指導ご支援いただきましてありがとうございました。子どもたちは，先生方の声

かけに敏感に反応していると感じます。ぜひ，これからも子どもたちに寄り添った声かけ

をよろしくお願いします。 

・家庭学習は，とりあえずやればいいという気持ちがあるようで，どうすれば自分から進ん

でやれるようになるのかと思っています。また，私も目を通さないでいるので，親子でし

っかり取り組んでいきたいです。 

・学校の行事等，写真が載ったお便りで知らせてくれるのでありがたいです。 

・家で学校での生活の様子や友だちの事を良く話してくれます。長く休んでいる子の事を心

配しているようです。勉強も休み時間も楽しいそうです。 

・熱中症予防のためにも教室へのクーラーの設置をお願いしたいです。 

・学校のお便りで，行事やその他色々細かく報告していただけるので，子どもたちの生活が

とても分かるので，いつもありがたく思っています。 

・うちのお子さまがマイペースなところがあるからかもしれませんが… 交通安全、車や自

転車とどんな場面で出会うか理解して欲しいと思います。本人は分かってると言います

が…危なっかしいです。 

・宿題が多く，うちの場合はやりきれない。 

・少し高圧的な物言いで，子どもが怖くて学校に行きたくないと言っている。もう少し言い

方を考えてほしい。 

・回答者の名前を記名すると言いたい事が言えないと思う。 

・学習面でも，人の関わりの面でも，自分なりの考えや姿，頑張りをしっかりと見て汲み取

ってくださり，褒めて励ましていただけたことで，喜びやさらなる意欲につながったと感



じます。日々の関わりご指導に感謝しております。 

・子どもたちは，小学校が楽しくて，先生も友だちも学校行事も大好きなので，このまま継

続して欲しいと思います。 

 

【５年生】 

・西仙北小の保護者には，外国出身の方が何人かいらっしゃいます。その方々を活かして異

文化を学ぶことができたらいいなぁ…と思います。 

・グラウンド内を照らす照明を（外灯）２カ所くらい設置して欲しい。 

・ゴミ捨て場のアルミ缶の家庭からの出し方を知りたい。 

・トイレが汚いと感じました。使用後に水が流れないことがあり，困っていると聞いていま

す。 

・宗教的勧誘の人のチラシ配りを許可したのは安全上問題があったと思う。 

・自由研究や習字の指導など個々に対応していただきありがとうございます。 

・体が大きく，スキー借用ができなく毎年困っています。学校でのスキー授業数回とスキー

ウエア等準備が大変です。選択授業のようになってもらいたいです。中学校でもそのよう

になって欲しいなぁと思います。 

・子どもたちが学校生活のことをいつも楽しそうに話してくれるので，うれしく思っていま

す。仕事等の都合上，行事に参加できないこともあるのですが，学校報や学級報で内容を

詳しくお伝えいただけているので，とても助かっております。これからもよろしくお願い

いたします。 

 

【６年生】 

・いつもお世話になっています。子どもたちは，勉強や友だち関係でもいろんな思いもある

と思いますが，子どもたちの考えや思いを第一にしていきたいと日々思っています。これ

からも子どもたちの声に美々を傾け，前向きな助言やご指導をお願いしたいと思います。 

・学校通信などで学校行事を載せてくださり，読みごたえがあります。給食センターの方が

時々一緒に昼食をとると聞きました。一緒に食べることで食べ残し状況や，メニュー考案

に役立っているのだと思い，良い取り組みだと思いました。 

・毎日学校へ通わせていただけて，ありがたく思っております。ＰＴＡでも担任の先生の元

気さが，子どもたちに伝わっているようで，クラス全体が元気で楽しそうだと感じました。

今後とも，ご指導よろしくお願いいたします。 

・子どもの性格もあると思いますが，兄妹みんな学校での出来事や先生とのやり取りを楽し

いと教えてくれます。この環境を続けていただければと思います。 

・一人勉強への取り組みに，なかなか難しいと感じる事が多く，好きな学習にまず取り組ま

せたいと思っています。 

・（５）（７）（８）については，学校からのお便りや子どもの話からは，答えることが難し



い。具体的な例があると分かりやすい。 

・（６）マラソン大会へ向けての取り組みは，来年度も継続していただけるとうれしい。（毎

日のように，今日は○周走ったと話したり，昨年度のタイムを縮めることを目指したり，

自分のめあてをもって頑張っている姿が見られた。先生からも，長く走るコツを教えてい

ただき，長くて苦しいマラソンにも意欲的に取り組むことができた。  

・やや満足して，やや不満が多い。 

・発表したいけど，同じ人ばかり指名されると感じているようです。何か意図はあるのかも

しれませんが，平等に発表する機会を与えていただけるとうれしいです。「これは後でや

ります。」と言われたけどやらない，ということが多いようです。「今日，電話します。」

と言って，かかってこないこともありました。約束は，守って欲しいです。 

・今年，初めての給食試食会がありました。私は行けなかったですが，子どもたちと一緒に

食べて，家庭での食事と学校での食事では何が違うか，味付けはどっちが美味しいのか，

これからの家庭の献立に役立てたいと思います。 

・下校時にトイレを借りたのですが，その時，先生が“誰かな？”と言う表情だったけど「こ

んにちは」って言ってました。不審者がいた時，無視せずに声をかけないとダメですよね。 

・いつもありがとうございます。いじめの話もなく，過ごしているようです。 

・給食の試食会に参加させていただきましたが，試食しただけでなく，栄養士さんのお話を

聞くことができて，とても貴重な経験をさせていただきました。 

・家庭学習の量が多すぎる。子どもが嫌々やっていることじたい学習が身に付かないと思う 

ので。 

 

 

            

 

 

 

※ 記載している（学年）につきまして ※ 

 

 本調査票の提出は、各ご家庭で１枚でした。 

したがいまして、兄弟姉妹がいる時は、内容が記載された学年と違う場合もあります。 

ご了解願います。 



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。るために。るために。るために。

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。個別に電話でお話をさせていただいた件もありました。

★ご指摘のあったことについて・・・来年度以降計画があるようです。

（１）トイレの新設：大仙市教育委員会で計画をしています。

（２）エアコン設置：国や大仙市で計画があるようです。トイレより先になりそうです。



●教科の指導について。●教科の指導について。●教科の指導について。●教科の指導について。

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、保護者の方にとって

「子どもは西仙北小学校が楽しい子どもは西仙北小学校が楽しい子どもは西仙北小学校が楽しい子どもは西仙北小学校が楽しい」「特色ある活動をしている特色ある活動をしている特色ある活動をしている特色ある活動をしている」「適切な情報発信が適切な情報発信が適切な情報発信が適切な情報発信が

されているされているされているされている」と感じてくださっていることです。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）


