
平成２７年度 前期学校アンケート結果のお知らせ

大仙市立東大曲小学校

(子どもたちのよりよい成長を願って)(子どもたちのよりよい成長を願って)(子どもたちのよりよい成長を願って)(子どもたちのよりよい成長を願って)

今年度も子どもたちの健やかな成長を願って学校アンケートをお願いしました
ところ，多くの方から貴重な回答をお寄せいただきました。結果が出ましたので
お知らせいたします。お忙しい中、アンケートにご協力くださいました保護者の
皆様には，心より御礼申し上げます。

今回のアンケート結果を参考に、後期は本校の良い点については一層の充実を
図ってまいります。ご指摘のあった点の中で、できることにつきましては、具体
的な改善策を講じて参りたいと考えております。自由記述でご指摘を受けました
内容につきましても、現時点でお答えできるものにつきましては〈学校より〉に
まとめておりますのでお読みくださいますようお願いいたします。
また、「職員による自己評価」と「児童のアンケート」の結果も合わせてお知

らせいたします。
子どもたちのよりよい成長のためには、学校と保護者の皆様との連携が不可欠

なものと存じます。今後ともお互い手を携えながら、よりよい学校教育ができま
すようご支援・ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

〈〈〈〈とびっきりステージでの発表とびっきりステージでの発表とびっきりステージでの発表とびっきりステージでの発表〉 〈〉 〈〉 〈〉 〈プールマット敷き作業プールマット敷き作業プールマット敷き作業プールマット敷き作業〉 〈〉 〈〉 〈〉 〈学校評議員の訪問・授業参観学校評議員の訪問・授業参観学校評議員の訪問・授業参観学校評議員の訪問・授業参観〉〉〉〉

児童数 １１７人 回答数 １０３人 回答率 ８８％



《　調査Ⅰ　》あなたのお子さんの姿をみて《　調査Ⅰ　》あなたのお子さんの姿をみて《　調査Ⅰ　》あなたのお子さんの姿をみて《　調査Ⅰ　》あなたのお子さんの姿をみて

１、 お子さんは、誰とでも気持ちのよいあいさつや返事ができていますか。
２、 お子さんは、自分の命を大事にし、思いやりのある行動をとることができていますか。
３、 お子さんは、家庭学習に進んで取り組んでいますか。
４、 お子さんは、健康に気をつけ、体力作りに励んでいますか。
５、 お子さんは、登下校時や休日など、事故にあわないように気をつけて生活することができていますか。

《　調査Ⅱ　》学校の取り組みについて《　調査Ⅱ　》学校の取り組みについて《　調査Ⅱ　》学校の取り組みについて《　調査Ⅱ　》学校の取り組みについて

６、 学校は学年に応じて、自分の将来の夢や生き方について考える学習を進めておりますが、現在の段階では、
どのように感じておりますか。

７、 学級担任は、保護者の要望に応えながら、子どもたちにとって楽しい学級作りを進めておりますが、
現在の段階ではどのように感じておりますか。

８、 学校は、小規模校の良さを生かし、特色のある活動を行い、情報を発信（学校ホームページなど）しておりますが、
現在の段階ではどのように感じておりますか。

９、 学校は、子育てや学校の営みなどについて保護者が相談したり意見を述べたりしやすい体制作りを進めておりますが、
現在の段階ではどのように感じておりますか。

１０、 学校は、施設設備を整え、子どもたちのために十分に活用していると思いますか。
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《 調査Ⅰ 》あなたのお子さんの姿をみて

とてもよい まあまあよい あまり ぜんぜん 無回答 複数回答

とてもよい

とてもよい

とてもよい

とてもよい

とてもよい

まあまあよい

まあまあよい

まあまあよい

まあまあよい

まあまあよい

あまり

あまり

あまり

あまり

あまり

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6

7

8

9

10

《 調査Ⅱ 》学校の取り組みについて

とてもよい まあまあよい あまり ぜんぜん 無回答 複数回答

とてもよい まあまあよい あまり ぜんぜん 無回答 複数回答

とてもよい まあまあよい あまり ぜんぜん 無回答 複数回答



１ 調査項目について１ 調査項目について１ 調査項目について１ 調査項目について

・あいさつについては，自由記述にもあるようにだいぶよくなっておりますが、も
っともっと元気のよい挨拶ができればいいと考えている方が１割程おります。学
校でも家でも，大人がお手本を示していきたいものです。

・思いやりのある行動については，９割弱の保護者の方がまあまあよいと捉えていて，
思いやりのある子どもたちが育っていると考えられます。

・家庭学習については，２割の保護者の方が，我が子の家庭学習については満足して
いないことが分かります。学校では、自分で計画的に学習に取り組めるよう学年に
応じて，いろいろと取り組んでいるところです。ご家庭におかれましても、励まし
の言葉かけや○付け（低学年）等，よろしくお願いいたします。『毎日やるもんだ』
という意識付けを行い，継続することが大切だと考えております。もう一度「家庭
学習の手引き」をご覧になって，ご支援よろしくお願いいたします。

・体力作りも，その子に合った取り組みの仕方で，続けさせたいものです。
・安全面についてですが，登下校や休日の生活について１割の保護者の方ができてい

ないと不安を感じていることがわかります。自由記述欄で詳細を述べたいと思いま
す。

・その他については，９割強の保護者の方が学校の取組について認めてくださってお
り、大変感謝しております。学校も今まで以上に頑張って参ります。

２ 自由記述について２ 自由記述について２ 自由記述について２ 自由記述について

((((1) 楽しく明るい学校生活) 楽しく明るい学校生活) 楽しく明るい学校生活) 楽しく明るい学校生活

・『私』や「～さん」という言葉遣いが小学生らしい。毎日張り切って登校してい
るのを見て安心している。

・安心して子どもを学校に通わせられている。
・毎日楽しく意欲的に登校している。各行事も学校の先生方のご苦労に頭が下がる。
・学年が上がるごとに下級生の面倒をみるようになり，まだ恥ずかしがる様子もあ
るが，近所の人に会うと自分からあいさつすることが多くなった。

・学年が上がり，全体を通してさらに活発になり，行動範囲も広がってとても成長
を感じている。

・参観日で，自ら手を上げ，しっかり発表している姿がうれしい。
みんなやる気がすごく感じられとても積極的に見えて驚いている。これからも仲
良くしていってほしい。

・どの子もとてもまじめに取り組んでいて立派である。
・友達と毎日楽しく過ごせているようで安心している。
・入学後は毎日元気に楽しみに登校する姿を見てこの学校に入学できたことを改め
てよかったと感じている。

・一生懸命取り組もうとする姿に成長を感じている。
・少人数ならではのよさがとても出ていると感じる。色々目をかけてもらっている
と思うと心強い。

・少人数ということも有り手厚く指導してくださっている。

((((2) 心力の向上) 心力の向上) 心力の向上) 心力の向上

・授業に集中できている時間が増えているようで安心した。学校内ですれ違った子
どもたちが気持ちよくあいさつをしてくれて感心した。

・子どものやる気が以前より出ている感じがする。先生方に上手に引き出してもら
って，子どももそれに応じて応えているのだと思う。急に成長したようでびっく
りしている。先生方や地域の方々に感謝している。

・4年生になって急に成長したような気がしている。学校行事にも楽しく参加でき
ているようだ。

・今年 4月，新入生が入学するとき，「毎朝お世話しにいこうかな」と今まで聞い
たことのないことを言っていた。高学年の自覚が出てきたのか，頼もしく感じた。

・6年生になり，少し責任感をもてたようだ。



ＰＴＡ時，先生が述べられた「○年生らしさ」まさにその通りだと考える。「らし
さ」の足りない児童がいたらその親にも自覚が足りない旨伝えて指導してもらい
たい。

・あいさつ運動などのおかげで少しずつですが自分から進んであいさつができるよ
うになってきたと感じる。

・学年が上がるごとに，下級生の面倒をみるようになり，まだ恥ずかしがる様子も
あるが，近所の人に会うと自分からあいさつすることが多くなった。

・日頃より児童の教育に熱心に取り組んでもらい感謝している。親の知らぬ間に最高学
年として自覚と責任が日々成長していることに驚いている。

((((3) 学力の向上) 学力の向上) 学力の向上) 学力の向上

・家庭学習が始まり学校から帰ると自分から進んで勉強している。
・家庭学習週間は，低学年の子どもにはちょっと難しいように感じる。勉強

する意味をもう少し理解していないとあまり意味が無いのでは･･･?
・子どもが家庭学習に進んで取り組む姿勢に欠けているのだが，ＰＴＡ総会
で校長先生が「1 年生の時から短時間でも毎日勉強することが大事だ !!」と
おっしゃっていたので，引き続きこれからも辛抱強く見守り，励ましてい
きたい。

・みんなの登校日。算数の授業を見学。一人一人が意欲的に授業に参加している様
子が見られた。

・校外学習でいろいろな職場へ見学で出かけ，子どもたちが楽しんで社会を学んで
でいることはよい取組だと思う

・ＰＴＡ時，家庭科の授業をまたみてみたい。次は調理を！
・ＰＴＡでは今回初めて家庭科で，今までみたことがなかったので，新鮮だった。
・ＰＴＡ授業参観では，初めての英語の授業で，親が圧倒され，子どもの覚え

の速さにはびっくりした。
・英語の授業も大変貴重な体験をさせていただき感謝している。

全校テストの前学年テストがなくなり残念である。前学年のテストもやって
いてほしい。1 年前のは忘れているため実施についてよかったと思っていた。

・様々な校外体験学習 (キャンプやもの作り，ボランティア )のお便りが配付さ
れるが，なかなか参加できずにおり，残念だなと思うことが多いので，学校
でも積極的に声かけしてもらいたい。

・『音読』もやらせてよかった。早く校長先生のところで発表したいという意
欲・やる気。みたことのない娘の姿を見て感動した。

《 学校より 》
・本校では、学年に応じた家庭学習の手引きを元にお手本を示しながら，取り組み

方を指導しております。また、家庭での声かけもやる気に非常につながります。
家庭学習強調週間は，後期も予定しておりますが、ご指摘にあるように低学年用
は少し形式を替えたいと思います。「ようし，がんばるぞ！」という気持ちになる
ような魔法の言葉をかけたり大いに褒めたりしながらご家庭と協力して，子ども
たちの意欲を向上させていきたいものです。

・本校では探究型授業を推進し，導入・展開・終末の各段階で，子どもたちが主体
的に取り組むための工夫をすることによって，学びを実感させ，主体的に学ぶ意
欲を育てるよう努めております。今後も，校内授業研究をはじめとする各種研修
を行い，授業力アップを図ってまいます。

・今年，全校テストで現学年の内容だけ行っておりますのは，今現在学習している
内容をしっかり身に付けてもらいたいと考えたからです。もちろん、下の学年の
内容が身についていかないと学習が積み重なっていかないわけですので、，現学年
の勉強をしっかり行うことで、下の学年の復習をしていることになると考えてお
ります。



((((4) 安全・安心) 安全・安心) 安全・安心) 安全・安心
・交通安全について，家庭だけで教えるには限界があるので，交通安全教室が

あるのは助かる。
▲戸巻地区の通学路にグリーンベルトがないことが気になっている。

《 学校より 》
・登下校の仕方，自転車の乗り方については，学校でも一番心配し，指導している

ことの一つです。春一番に，交通安全教室を実施していますが，ご家庭の協力を
お願いしなければいけないところが大きいです。交通安全については即，命に関
わることですので，毎日のように指導をして帰しています。どうか地域ぐるみで
のご指導・声かけをお願いいたします。

・グリーンベルトは，交通量が多く，児童にとって危険だと見なされ，学校・地域
の強い要望があるところに設置されます。今後、多くの方々の意見をお聞きしな
がら必要となれば、警察等にお願いしていくことにいたします。

((((5) 開かれた学校づくり) 開かれた学校づくり) 開かれた学校づくり) 開かれた学校づくり

・学校報で学校での様子を色々知ることができ，いつも楽しみにしている。
・学校での様子について連絡帳にていねいに書いてもらっていることに感謝してい
る。

・みんなの登校日も祖母もとても楽しみにしている。校外学習もいろいろなところ
を見学させてもらい，子ども自身が勉強になっているようで家で話してくれる。
どの取組も子どものことが考えられており，ありがたい。

・運動会では自分の得意でもある走りができ，また，応援合戦，色別リレーなどた
くさんいいところも見れてよかった。

・他学年とのコミュニケーションをとる機会がたくさんあるところがよい。
・いろいろな行事の中で，成長していく子どもの姿を見ることができてとてもうれ
しく思っている。

・勉強もそれ以外の行事も伸び伸びと行えているように思える。小規模校ならでは
のメリットはたくさんあるので，たくさんの人間関係や学ぶべきことを「たてわ
り」等を通して身につけていってほしい。最低限必要なあいさつと礼儀作法だけ
はこの学校でしっかりと学んで身につけてほしい。

((((6) 地域力，ボランティア等) 地域力，ボランティア等) 地域力，ボランティア等) 地域力，ボランティア等

・学校や地域の方々に支えられ，毎日楽しく学ばせてもらっている。
・地域の方々との行事，地域を知る学習，とてもすばらしい。自分の住んでいると
ころで伸び伸びと学習できる空間があることがありがたい。回数も多くてよい。

・地域の方々との行事，地域を知る学習，回数も多く，すばらしい。前の学校に在
学していたときよりも伸び伸びと学習，生活している娘をみてるとうれしい。家
族，兄弟のように接してくれる先生方や，生徒さん方，東小にしかないここちよ
さがうれしい。

▲親が参加する行事等が多い。人数が少ないから参加できないと裏で色々言われる。
▲学校行事やボランティアなど少し親を頼りにしすぎていると思う。核家族が増え， 共
働きの方が増えていると思うので，参加は難しいと思う。

《 学校より 》
・学校支援委員会が平成２２年５月１８日に発足し今年度で５年目になります。

地域の方々が地域の宝である子ども達のために，自分達ができることで学校に協
力し，学校を活性化させ，地域の活性化につなげていきたいと動いてくださって
います。学校にボランティアで来ることによって，子どもたちから元気をもらう
という地域の方もたくさんいらっしゃいます。保護者の方々も，できる範囲でご
協力いただければと思っております。

・親が参加する行事は，ＰＴＡ授業参観，運動会，学習発表会，バザー，火消しも
ち祭り(実行委員の方々)だと認識しております。他校と比べても、決して多くな
い行事数だと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。
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7，教職員の資質向上

8，開かれた学校づくり

9，生徒指導・進路指導

10，教育環境整備

教職員教職員教職員教職員 学校評価（前期）学校評価（前期）学校評価（前期）学校評価（前期）

児童の様子と学校の取り組みについて児童の様子と学校の取り組みについて児童の様子と学校の取り組みについて児童の様子と学校の取り組みについて

とてもよい まあまあよい 少し不十分 不十分 無回答 複数回答とてもよい まあまあよい 少し不十分 不十分 無回答 複数回答



１．１．１．１． あなたは、だれとでも気持ちのよいあいさつや返事ができましたか。あなたは、だれとでも気持ちのよいあいさつや返事ができましたか。あなたは、だれとでも気持ちのよいあいさつや返事ができましたか。あなたは、だれとでも気持ちのよいあいさつや返事ができましたか。

２．２．２．２． あなたは、まわりの友だちにやさしくしましたか。あなたは、まわりの友だちにやさしくしましたか。あなたは、まわりの友だちにやさしくしましたか。あなたは、まわりの友だちにやさしくしましたか。

３．３．３．３． あなたは、家庭学習に進んで取り組みましたか。あなたは、家庭学習に進んで取り組みましたか。あなたは、家庭学習に進んで取り組みましたか。あなたは、家庭学習に進んで取り組みましたか。

４．４．４．４． あなたは、健康に気をつけ、体力作りにはげみましたか。あなたは、健康に気をつけ、体力作りにはげみましたか。あなたは、健康に気をつけ、体力作りにはげみましたか。あなたは、健康に気をつけ、体力作りにはげみましたか。

５．５．５．５．

６．６．６．６． あなたは、自分の将来の夢をもち、それに向かってがんばることができましたか。あなたは、自分の将来の夢をもち、それに向かってがんばることができましたか。あなたは、自分の将来の夢をもち、それに向かってがんばることができましたか。あなたは、自分の将来の夢をもち、それに向かってがんばることができましたか。

７．７．７．７． あなたは、先生や友だちのお話をしっかり聞いて、勉強がわかるようになりましたか。あなたは、先生や友だちのお話をしっかり聞いて、勉強がわかるようになりましたか。あなたは、先生や友だちのお話をしっかり聞いて、勉強がわかるようになりましたか。あなたは、先生や友だちのお話をしっかり聞いて、勉強がわかるようになりましたか。

８．８．８．８． あなたは、地域の人たちと協力して、進んで活動することができましたか。あなたは、地域の人たちと協力して、進んで活動することができましたか。あなたは、地域の人たちと協力して、進んで活動することができましたか。あなたは、地域の人たちと協力して、進んで活動することができましたか。

９．９．９．９．

１０．１０．１０．１０． あなたは、楽しい学級や学校をめざして、自分で考えてがんばることができましたか。あなたは、楽しい学級や学校をめざして、自分で考えてがんばることができましたか。あなたは、楽しい学級や学校をめざして、自分で考えてがんばることができましたか。あなたは、楽しい学級や学校をめざして、自分で考えてがんばることができましたか。

全校児童集計全校児童集計全校児童集計全校児童集計

あなたは、学校の行き帰りや休みの日など、事故にあわないように気をつけて生あなたは、学校の行き帰りや休みの日など、事故にあわないように気をつけて生あなたは、学校の行き帰りや休みの日など、事故にあわないように気をつけて生あなたは、学校の行き帰りや休みの日など、事故にあわないように気をつけて生
活することができましたか。活することができましたか。活することができましたか。活することができましたか。

あなたは、わからないことや困ったことを進んで先生方に質問したり相談したりすあなたは、わからないことや困ったことを進んで先生方に質問したり相談したりすあなたは、わからないことや困ったことを進んで先生方に質問したり相談したりすあなたは、わからないことや困ったことを進んで先生方に質問したり相談したりす
ることができましたか。ることができましたか。ることができましたか。ることができましたか。
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とてもよい まあまあよい もう少し まだまだとてもよい まあまあよい もう少し まだまだ 無回答 複数回答


