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12月に実施した「教育活動アンケート」への

ご協力ありがとうございました。回収率は、保護

者ｱﾝｹｰﾄ、生徒ｱﾝｹｰﾄとも約９５％でした。

結果は次のようになっています。

項目Ⅰ

学力の向上（学ぶ意欲の高まりと自学の習慣化）

質問１

◇生 徒：「授業の『めあて』の達成や課題の解

決に向けて、学習に意欲的に取り組

んでいますか。」

◆保護者：「お子さんは、学習に意欲的に取

り組んでいますか。」

【グラフの番号の意味】
④：そう思う
③：どちらかと言えばそう思う
②：あまり思わない
①：思わない
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質問２

◇生 徒：「家庭学習等(宿題を含む)をほぼ毎

日（週６日以上）やっていますか。」

◆保護者：「お子さんは、家庭学習等（宿題

を含む）をほぼ毎日（週６日以上)

やっていますか。」

項目Ⅱ

教職員の資質向上(教師の授業力・指導方法の工夫改善)

質問３

◇生 徒：「先生方は、意欲や興味・関心がわ

くような授業を心がけていますか。」

◆保護者：「各教科において、意欲や興味・

関心がわくような授業が行われて

いますか。」
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質問４

◇生 徒：「先生方は、一人一人の考えをも

とにしてクラスメートと学び合う

授業をしていますか。」

◆保護者：「各教科において、自分の考えを
もとにしてクラスメートと学び合
う授業が行われていますか。」

項目Ⅲ

確かな人間力(集団生活と自尊感情･自己有用感)

質問５

◇生 徒：「学級は、様々な性格や考え方の仲
間と共同で生活する場であることを理
解し、その一員としてお互いに高め
合おうと努力していますか。」

- 4 -

◆保護者：「お子さんは『学級は、様々な性格

や考え方の生徒が共同で生活する場

である』ことを理解し、その一員として

お互いを高め合う努力をしています

か。」

質問６

◇生 徒：「学校や学級(学年)で、自分には
活躍の場や大切な役割があると感
じることがありますか。」

◆保護者：「お子さんは、学校や学級(学年)
で、活躍の場や大切な役割がある
と感じていますか。」

質問７

◇生 徒：「自分にはよいところがあると思
いますか。」
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◆保護者：「お子さんは、自分にはよいとこ

ろがあると思っていますか。」

項目Ⅳ 強い心（たくましい心・向上心）

質問８

◇生 徒：「あなたは、普段の生活の中で難し

いことや大変だと思うことがあっ

ても簡単にあきらめず、ねばり強

くがんばっていますか。」

◆保護者：「お子さんは、普段の生活の中で

難しいことや大変だと思うことが

あっても、簡単にあきらめず、ね

ばり強くがんばっていますか。」
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質問９

◇生 徒：「自分は、夢や目標に向かって、

失敗を恐れず挑戦(チャレンジ)し

ようとしていますか。」

◆保護者：「お子さんは、夢や目標に向かっ
て、失敗を恐れず挑戦(チャレンジ)
しようとしていますか。」

項目Ⅴ 組織運営・学校力

(キャリア教育の推進・豊かな体験活動）

質問10

◇生 徒：「職場見学、職場体験、上級学校
訪問などの体験学習を通して、働
くことや学ぶことに対する理解が
深まり、自分の将来について考え
るようになりましたか。」
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◆保護者：「お子さんは、職場見学、職場体験、

上級学校訪問などの体験学習を通し

て、働くことや学ぶことに対する理解を

深め、自分の将来について考えるよ

うになりましたか。」

質問11

◇生 徒：「様々な集団での活動（学級活動、

生徒会活動、部活動など）の意義

を理解し、その一員として自主的

・自発的に取り組んでいますか。」

◆保護者：「お子さんは、様々な集団での活動

（学級活動、生徒会活動、部活動な

ど）の意義を理解し、その一員として

自主的・自発的に取り組んでいま

すか。」
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項目Ⅵ

しなやかな心（思いやり・社会貢献）

質問12

◇生 徒：「自分は、他の人の気持ちや立場を

考えて行動しようとしていますか。」

◆保護者：「お子さんは、他の人の気持ちや立

場を考えて行動しようとしています

か。」

質問13

◇生 徒：「自分は、学校の中だけでなく、

家族や地域のために一生懸命働こ

うとしていますか。」
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◆保護者：「お子さんには、学校や家族、

地域の中で他の人のために働き

喜ぶ姿が見られますか。」

項目Ⅶ

生徒指導（組織的な教育相談体制の整備）

質問14

◇生 徒：「学校では、いじめが疑われたり

生徒が困ったりしたとき、先生方

は、生徒のことを考えてよい方向

に向かうように素早く対応したり、

親身になって相談にのってくれた

りしていますか。」

◆保護者：「学校は、いじめが疑われたり生

徒が困ったりしたとき、生徒のこ

とを考えてよい方向に向かうよう

に素早く対応したり、親身になっ

て相談にのってくれたりしていま

すか。」
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項目Ⅷ 健康の維持管理・体力の向上

（食育・眠育への取組等）

質問15

◇生 徒：「毎日朝ごはんをしっかり食べて

から登校していますか。」

◆保護者：「お子さんは毎日朝ごはんをしっか

り食べてから登校していますか。」

質問16

◇生 徒：「テレビ、ゲーム、SNS等の使用に
ついてはルールを決め、しっかり
と守って規則正しい生活を心がけ
ていますか。」

◆保護者：「お子さんはテレビ、ゲーム、SNS
等についてのルールを守り、規則
正しい生活を心がけていますか。」
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項目Ⅸ

安全･安心（登下校時の事故防止・教育環境整備）

質問17

◇生 徒：「交通ルールを守り、安全で他に

迷惑がかからない自転車の乗り方を

していますか。また、公道でのマナー

を守り、他の迷惑にならないよう

気を付けて通行していますか。」

◆保護者：「お子さんは交通ルールを守り、

安全で他に迷惑がかからない自転車

の乗り方をしていますか。また、公道

でのマナーを守り、他の迷惑にな

らないよう気を付けて通行していま

すか。」

質問18

◇生 徒：「学校の施設や設備は、安全でよ

く整備・管理されていますか。」
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◆保護者：「学校の施設や設備は、安全でよ

く整備・管理されていますか。」

項目Ⅹ

社会に開かれた教育課程

（地域貢献・特色ある教育活動の推進と情報発信）

質問19

◇生 徒：「地域の方々に進んであいさつを

したり、地域の活動に参加したり

していますか。」

◆保護者：「お子さんは、地域の方々に進ん

であいさつをしたり、地域の活動

に参加したりしていますか。」
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質問20

◇生 徒：「大曲中学校は、地域に出て学習

したり、地域の方々、他の学校や

保育園、様々な機関と連携した授

業や活動を行っていますか。」

◆保護者：「大曲中学校は、地域を学びの場

とする活動を行ったり、地域の方

々、他の学校や保育園、様々な機

関と連携した授業や活動を行って

いますか。」

質問21

◇生 徒：「大曲中学校は、様々な取組や学

校の様子を、保護者や地域の方々

に HP・学校報・学年報などでお知
らせしていますか。」
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◆保護者：「大曲中学校は、様々な取組や学

校の様子を、保護者や地域の方々

に HP・学校報・学年報などでお知
らせしていますか。」

項目Ⅺ 部活動の在り方

質問22

◇生 徒：「所属している(していた)部活動は、

第１・第３日曜日を休養日とするほか、

週2日以上の休養日を設定する等、

適切に休養がとれるようになっていま

すか（いましたか）。

◆保護者：「お子さんが所属している(してい

た)部活動は、第１・第３日曜日を

休養日とするほか、週2日以上の休

養日を設定する等、適切に休養が

とれるようになっていますか（い

ましたか）。
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質問23

◇生 徒：「所属している(していた)部活動

の活動計画や内容、指導体制、 活

動時間に満足していますか(してい

ましたか)。

◆保護者：「お子さんが所属している（して

いた）部活動の活動計画や内容、

指導体制、活動時間に満足してい

ますか(していましたか)。

保護者の皆様へ

お忙しい中、アンケートに御協力いただ

きましてありがとうございました。皆様か

らいただいた改善を要する要望について、

今後前向きに検討して参ります。
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