平成２８年度 アンケート集計結果の考察
１ 保護者用アンケートより
（１）幼稚園
昨年度より園児数が減少し，本年度は９名（年少１名，年中４名，年長４名）であった。アンケート結果を見ると，１０
項目中８項目については，肯定的な回答であった。否定的な回答があったのは，「２ 子どもは，気持ちのよいあいさつ
をしている。」(1名)。「子どもは早寝早起きや朝食をとる習慣ができている。」(1名)であった。
なお，あいさつの励行については，他の保護者も「そう思う。」との回答であり，今後についても取り組みを充実さ
せていく必要がある。
幼稚園での指導面については，「とてもそう思う。」との回答が多く，引き続き指導の充実に努めていきたい。
◎ 保護者からのご意見や感想等
○ 今年度は特に先生方との連絡が密に取れて感謝しています。子供だけでなく，親自身も一緒に成長させていただ
いています。園児一人一人に真剣に向き合ってもらい，個々のよいところを伸ばしつつ，もうひと頑張り欲しいときは，
先生方からも提案していただきながら家庭での在り方も，模索しています。それだけ目を向けていただいていることに
本当に頭が下がります。園児一人一人が幼稚園生活を充実したものにして，楽しかった，やりきったと思い，小学校生
活に希望を持って進んでいけることを心より願います。今後もよろしくお願いいたします。
〇 楽しい園生活を過ごすことができたと思います。先生方には大変お世話になりました。幼稚園生活で今までできな
かったことがたくさんできるようになり母も子供もすごく喜んでいます。先生方のおかげです。ありがとうございました。
〇 子供が少ない分人との関わり方が学びにくいなか，とても先生方にはよくしていただき感謝しています。
（２）小学校
今回のアンケートの集計結果において，「そう思わない」という回答がよせられたのが，「１ 子どもは，楽しく学校
に行っている。」(2名)と，「９ 学校は，家庭や地域と連携した教育活動を行っている。(1名)であった。「１」については，
残る方は全員肯定的な意見であるが，少数とはいえ，楽しくないとの回答があったことを真摯に受け止め，更なる児童
理解を深め，楽しい学校づくりに努力したい。また，「９」の連携についても２名の方から否定的な回答が寄せられてい
る。この点についてもこれまでの取り組みを見直し，更なる連携を図っていきたい。
子どもの様子について「２ 気持ちのよいあいさつ」，「４ 早寝早起き，朝食」，「学校での様子を話す」について，
否定的な意見があった。これらのことについては，学校のみならず家庭での取り組みが重要となる。家庭と学校が連携
し，協力し合って指導していかなければならない。
また，本校児童の課題である「８ 健康な体づくり・体力の向上」については，全員から肯定的な回答が得られた事
は喜ばしいことだが，目の前の子どもたちを見るとまだまだ取り組まねばならないとの思いがある。今後も家庭と連携
し，取り組みの充実を図っていきたい。
◎ 保護者からのご意見や感想等
○ 自分のペースで進みがちな子供を優しく教えて導いてくださってありがとうございます。
○ 地域と連携した学校行事や保護者間のチームワークもよく，先生方とも近い距離で子供の状況も伺うことができ，
幸せな環境だと思っています。
○ 子供が少ない分，いろいろな経験が限られてくる分もあるなか，独自の体験ができていると思います。
○ 日頃から大変お世話になっております。
２ 児童用アンケートより
・ 92%の児童が学校が楽しいと回答しているが，「そう思わない」(1名)，「あまりそう思わない」(2名)いる。楽しいと思
わない理由が何であるのかが気になるところであるが，すべての児童が学校が楽しいと回答できるよう，絶えず生活
チェックシート等を活用し，いじめ問題も含め全教職員の共通理解のもとで取り組んでいきたい。
・ 毎年「気持ちのよいあいさつ」の励行について指導してきている。また，児童会もあいさつ運動を行うなど自主的な
取り組みも進めてきているが，否定的な回答が18%あった。一朝一夕に効果は表れないものではあるが，社会生活の
基本であるあいさつについて，今後とも指導を続けていきたい。
・ 「自分での起床」や「就寝時間」については，家庭との連携をより進めていきたい。
・ 「自主的発表」や「読書」についても，継続的な啓発，指導が必要である。
・ 学校や教師に対しての問いに対しては，ほぼ満足している児童が多い。今後も，「よくわかる授業」をめざし，きめ
細やかな指導の充実を図っていきたい。
３ 学校評議員による評価より
・ 複式学級となり若干の心配をしていたが，学級の人数が多くなることによるメリットもあったようで，子どもたちも伸
び伸びと学校生活が送られている。
・ 学校と保護者・地域とのよりよい関係づくりを継続的に実施して欲しい。
・ 生活習慣の定着についてより一層家庭との連携協力が望まれる。

平成２８年度幼稚園保護者アンケート

教育活動等アンケート保護者集計結果
１ 学校生活（楽しく登校）について
２ 気持ちのよいあいさつについて
３ やさしさや思いやりの育成について
４ 早寝早起きや朝食摂取について
５ 家庭での会話（学校の様子）について
６ 基礎・基本的な生活習慣や学力について
７ 子ども理解について
８ 体づくりや体力向上について
９ 家庭や地域との連携について
10 施設・設備や安全教育について
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平成２８年度小学校保護者アンケート

教育活動等アンケート保護者集計結果
１ 学校生活（楽しく登校）について
２ 気持ちのよいあいさつについて
３ やさしさや思いやりの育成について
４ 早寝早起きや朝食摂取について
５ 家庭での会話（学校の様子）について
６ 基礎・基本的な生活習慣や学力について
７ 子ども理解について
８ 体づくりや体力向上について
９ 家庭や地域との連携について
10 施設・設備や安全教育について
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平成２８年度 児童アンケート

１年間をふりかえってみよう（児童集計結果）
１ 学校は楽しい
２ 自分から進んで元気よくあいさつがで きる
３ 朝は，起こされなくても自分で起きる
４ 毎朝，朝ご飯を食べている
５ 夜は，決められた時間に布団に入って眠る
６ 先生の話をよく聞いて いる
７ 進んで発表をしている
８ だれとでもなかよく遊んだり勉強したりして いる
９ 困っている友だちを進んで助けている
10 休み時間に外で元気に遊んだり 運動したり している
11 給食は，好ききらいせずに食べるようにして いる
12 宿題は，家の人に言われなくても自分から始められる
13 家でもよく読書をして いる
14 先生は，勉強をわかりやすく教えてく れる
15 先生は，自分の話をよく 聞いてく れる
16 先生は，がんばったことや努力したことをほめてく …
17 先生は，いけないことをしたとき注意してくれる
18 学校のことや学校でしたことをよく 家の人に話して …
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平成２８年度自己評価

教職員学校評価アンケート集計結果
1 教育目標は子どもや地域の実態に合っている
２ 具体的な取り組みを実践している
３ 日課表や行事は子どもの学校生活に即して…
４ 学習指導年間計画にそって実践している
５ 学級目標実現のための具体策を実践している
６ 教材の精選，発問や板書等を工夫している
７ 指導方法の工夫・改善に努めている
８ 学習が遅れがちな子どもに支援をしている
９ 保護者と連携して，家庭学習ができるように…
10 教室や廊下等の学習環境を整えている
11 基本的生活習慣が身につくように指導している
12 問題行動防止に学校全体で取り組んでいる
13 問題行動が起きたときの組織体制が整って…
14 学校，家庭，地域等との連携がとれている
15 学校行事の工夫・改善に努めている
16 委員会活動ではいきいきと活動できるよう指…
17 クラブ活動では達成感を得られるよう工夫し…
18 道徳の授業時数を確保をしている
19 道徳的心情，判断力，態度が育つよう指導し…
20 差別や偏見のない学級集団づくりに努めている
21 人権教育の指導方法の工夫・改善に努めて…
22 すべての教育活動で人権教育推進に努めて…
23 体力向上に向けて取り組んでいる
24 命を守る行動や安全な生活ができるよう指導…
25 施設，設備の安全点検を行っている
26 校内研修計画にそって，充実した研修を実施…
27 校外の研修会に参加できる体制が整っている
28 保護者や地域に向けての情報発信に努めて…
29 幼，小，中との連携を図って教育効果をあげ…
30 ＰＴＡとの連携を図って教育効果をあげている
31 管理職のリーダーシップが発揮されている
32 教職員が一丸となって取り組んでいる
33 職員会や研修会などが討議の場として機能し…
34 災害等に対して適切な対応ができている
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