
平成２７年度後期学校アンケート結果のお知らせ
(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)

大仙市立東大曲小学校

前期に続き、後期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ご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、来年度、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。なお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学校と保護者の皆様との連携学校と保護者の皆様との連携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。

〈小中音楽祭 響き渡るみんなの歌声〉 〈みんなで豚汁を作りました〉 〈子ども見守り隊〈小中音楽祭 響き渡るみんなの歌声〉 〈みんなで豚汁を作りました〉 〈子ども見守り隊〈小中音楽祭 響き渡るみんなの歌声〉 〈みんなで豚汁を作りました〉 〈子ども見守り隊〈小中音楽祭 響き渡るみんなの歌声〉 〈みんなで豚汁を作りました〉 〈子ども見守り隊

ユニフォームリニューアルユニフォームリニューアルユニフォームリニューアルユニフォームリニューアル〉〉〉〉

児童数 １１４人 回答数 １０７人 回答率 ９４％



《　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、体力づく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、

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。

保護者アンケート（後期）保護者アンケート（後期）保護者アンケート（後期）保護者アンケート（後期）

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。
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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
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《 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



H27 年度後期 平成２８年２月９日

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，「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割強程

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割強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いえます。

・学習面においては，教職員アンケートにも表れておりますように，学年に応じた量や内容

で意欲的に取り組む児童が増えており，「学ぶ意欲が高まっている」とみております。保護

者アンケートでも「まあまあ」から「とても」に１割移行しております。しかし，家庭学

習については，３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ません。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

が，もう少し強化したいと考えます。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。今一度「家庭学習の手引き」をご覧になっ

て，さらなるご支援よろしくお願いいたします。

・体力づくりについて，学校での取り組みとしてマラソン後の体力づくりを縄跳び運動と設

定し ておりました。取り組みの時期が今年度は遅かったと反省しております。縄跳び運動

の開 始時期を早めて，常時体力づくりを意識して取り組めるようにしていくつもりです。

・安全面についてですが，上級生が下級生の安全に気をつけて登校する姿がよく見られまし

た。本校ならではの「お互いを思いやる心」の表れだと思います。

・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
・入学してあっという間に月日がたち，小学校生活が大丈夫だろうかと不安でいっぱい

で したが，本人は毎日一日一日を楽しく過ごしているようです。先生方のお力があっ

てこ そだと思います。

・子どもたちが元気で，楽しい学校生活を過ごすことができているのは先生方のご指導

の おかげだと思っております。

・入学時に比べ，小学生らしくなってきたなと思います。学習発表会では，成長した子

ど もの姿に涙ぐんでしまいました。これからも楽しい学校生活が送れるといいと思い

ます。

・転校してきて，新しい学校に慣れるのか不安でいましたが，楽しく過ごしている姿を見て安

心しています。先生方のお力があってこそだと思っております。

・学習面では『努力』であったり，頑張ろうとする姿勢が積み重ねられている感じが見

ら れます。前向きに楽しく学校生活を送っている我が子です。

・今日はこういうことがあったなどと一日のことをよく話します。充実した生活を送っ

て いると思います。

((((2) 心力の向上) 心力の向上) 心力の向上) 心力の向上
・人権教室での話を家庭でもしてくれました。とても良いことだと思うので続けてもらいたい



です。

・人権教室では家でなかなか話せないことを学ぶことができて良かったです。

・学校行事に取り組むにあたり，自分のことだけでなく，周りの友人に気を配ったり協力して

いる話が聞けるようになり，成長を感じました。

《 学校より 》

・人権教室のお話が家庭団らんの話題となっていることはとてもうれしく思います。

((((3) 学力の向上) 学力の向上) 学力の向上) 学力の向上

・家庭学習週間は，子どもにとって自分で学習する習慣づけになって良かった。ＰＴＡ授業参

観日については，成長している様子，子どもたちが活発に意見する様子が見られました。

・家庭学習週間では，自ら進んで意欲的に勉強する姿が見られました。「校外学習」では，

その日の出来事や勉強になったことなど詳しく話してくれました。すべての取り組み

が 子どものためになっており，ありがたいと思います。

・授業参観で，体育も見てみたいです。

・参観日には一人一人が意欲的に授業に参加している姿が見られ感心しました。

・自分で絵本を読む楽しさが少しずつ出てきたようで読書タイムで読んだ本の内容の内

容 を話してくれるときがあります。図書室のたくさんの本にどんどん興味をもち読ん

で欲 しいです。

・校外学習は将来のためにもとてもためになる学習だと思います。これからも続けて欲

し いです。

・「合格できた。」と見せる全校テストの結果。合格できたことによって次のテストへの

自 信になっていると最近は強く感じています。

・全校テストで合格できなくても勉強を繰り返しやって，再テストで合格点に達するこ

と ができたので良かったです。

・全校国語・算数テストでは，前学年のテストがなくなってしまい，振り返る機会がな

く なり，かなり不安です。大変かもしれませんが，中学校に行けばもっと大変なので，

次 の年には復活させて欲しい。

《 学校より 》

・現学年の学習内容を全員にしっかりと身につけてもらいたいため，今年度は現学年に絞ってテ

スト並びに再テストを実施しております。学校では前学年の内容は学力向上強調週間に，朝の

活動や宿題を利用して，重点的に指導しております。特に４～６年は，４月の全国，１２月の

秋田県の学力学習状況調査実施に向けて徹底的に復習しております。来年度も必要に応じて，

復習の機会を設けていきます。

((((4) 安全・安心) 安全・安心) 安全・安心) 安全・安心

・毎日「子ども見守り隊」の方々にはお世話になり大変ありがたく思います。地域ぐるみで子

どもを育てられることに感謝しております。ありがとうございます。

・駐車場ができた頃は，迎えの際，駐車場に車を止めていたが，この頃は少し雨が降ったとき

やそうでない晴れた日でも学校前に車を止めて迎えに来ている人がいます。子どもたちが歩

いているところにバックしてみたり，危ないなあと思うことがあるので，もう一度，お父さ

んやおじいちゃん，おばあちゃんにも周知してもらいたいです。



《 学校より 》

・登下校の送迎の駐車場についての共通理解が薄まっているとのご意見が有り，昨年１２

月２５日に再度お願いのちらしを配付いたしました。朝７時３０分～８時の時間帯は，

学 校周辺に登校班が集中するため，児童玄関までの車での乗り入れを遠慮いただいてお

りま す。今のところ若干名の方が，乗り入れてきていますが，ほとんどの方々にご協力

いただ けるようになりました。さらなるご理解をお願いいたします。

((((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

・毎週の学年便りから学校での行事やその様子がよく分かります。クラスメートの勉強

法 や活動などをいつも楽しみに読んでいます。お忙しい中で編集するので大変と思い

ます が，この 1 枚で家族をサポートしていく良い刺激となっているので，今後もよろ

しくお 願いしたいです。

・温かい環境の中で子どもの成長を見守ってくださり，感謝しております。勉強を頑張

ろ うという姿勢に感心させられています。

・勉強は難しくなってきて大変なところもあるだろうけど，毎日張り切って登校することがで

きていることをうれしく思います。日々のご指導でもご難儀をおかけしております。

・いつも大変お世話になっていると思います。温かいご指導を毎日頂き，心から感謝しており

ます。続けてよろしくお願いします。

・いろいろな体験をさせていただき大変ありがたいです。勉強も先生には大変よくして

も らっています。感謝です。

・校外学習では，手作りの箸を作ってきました。とてもよくできていたので良かったです。

・特に学習発表会では，子どもたちの成長をすごく感じることができました。

今後も楽しみにしています。できる限り学校行事に参加していきたいと思っています。

・いろいろな行事に参加して少しずつですが子どもたちの成長を見ることができてとて

も 感謝しています。

・すべてのことに対して一生懸命な姿勢で向き合い大切なものを身につけて小学校生活

を 歩んで欲しいので，小規模校のよさを生かした学校の取り組みに満足しています。

勉強 に関しては，自分で今日の目標を決め，クリアする姿勢，人と人との関係作り，

１年前 と比べて成長を感じます。反抗的なときもありますが，自分の意思がしっかり

してきて いるのかなぁと思い毎日を過ごしています。

・とびっきりステージの発表の場は大切だと思います。現在ピアノを習っていますが，

人 前で発表することが少ないので，このステージをかりて自信をもって欲しいです。

・ボランティア等，なかなか参加できず申し訳ありませんが，地域の方々や保護者の協

力 もすばらしく，良い環境で学習や活動ができていることに感謝します。

・学校の行事がたくさんあり，だいぶ積極性が出てきたと思います。

・学習発表会や音楽祭などを通して，全校がとてもよくまとまっていることを感じました。

・とびっきりステージを毎回楽しみにしているようです。全校の前で，発表できる機会

が 多い学校で，一人一人の個性を大切にしている学校だと思います。

・今のでいいと思います。

・学習発表会では，みんなの前で堂々と発表でき，バザーでも真剣にウェイトレスを頑張って

いたと思います。

・小規模校ということもあり，地域の人たちとのふれあいの場がたくさんあり，子ども

た ちも伸び伸びと成長していると思います。



・先生方はもとより，地域の方々のご協力にいつも感謝しております。

・子どもの友達関係のことで，担任の先生にお話ししたことがありました。その際，子

ど もたちに温かい指導をしてくれ，お話しして良かったと思うことができました

・学校が午前で終わる日などの連絡を早めにしていただきたいです。

・子どもの様子をその都度ＨＰで知らせて欲しいと思います。後期になり，一人学習や学校で

やるべきことに意欲的に取り組むようになりました。本人や学校の指導のおかげだと感謝し

ています。

・時代の違いかもしれませんが最近の小学生は忙しいと感じます。この状況を過ごし，行事な

どをこなしていくことで，力を付け，成長していくことを期待しています。

《 学校より 》

・研究会の日程についてのお知らせが１ヶ月前にできず，大変申し訳ありませんでした。

・本校のホームページは，２週間に１回の更新をしております。学校報や学級だよりの発

行と合わせたタイミングでしたが，来年度はできるだけ１週間に１回の更新に努めます。
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1，楽しく明るい生活

2，心力の向上

3，学力の向上

4，健康の維持増進・

体力の向上

5，安全・安心

6，組織運営・学校力

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（学校評価（学校評価（学校評価（H27H27H27H27 後期）後期）後期）後期）

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



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、体力づくりにはげみましたか。あなたは、健康に気をつけ、体力づくりにはげみましたか。あなたは、健康に気をつけ、体力づくりにはげみましたか。あなたは、健康に気をつけ、体力づく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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