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令和３年度「学校評価保護者アンケート」の結果（後期）について（報告） 
 
 標記の件につきまして、集計結果と併せてご報告いたします。アンケートにご協力いた
だきありがとうございました。 

 

１ 結果について 

（１）肯定的回答（Ａ・Ｂ）が 90％を超えた項目 

①95% ②97％ ③96％ ④97％ ⑤95％ ⑥98％ 

⑦94％ ⑨93％ ⑩96％ ⑫98％ ⑭92％ ⑯98％ 

⑰96％ ⑳94％     

（２）肯定的回答（Ａ・Ｂ）が 90％に満たない項目 

⑧82％ ⑪85％ ⑬89％ ⑮77％ ⑱83％ ⑲83％ 

（３）前期との比較（上段：後期、下段：前期） 

①95% ②97％ ③96％ ④97％ ⑤95％ ⑥98％ 

①96% ②96％ ③97％ ④97％ ⑤93％ ⑥98％ 

⑦94％ ⑧82％ ⑨93％ ⑩96％ ⑪85％ ⑫98％ 

⑦94％ ⑧87％ ⑨97％ ⑩98％ ⑪82％ ⑫97％ 

⑬89％ ⑭92％ ⑮77％ ⑯98％ ⑰96％ ⑱83％ 

⑬87％ ⑭95％ ⑮79％ ⑯97％ ⑰98％ ⑱83％ 

⑲83％ ⑳94％     

⑲86％ ⑳94％     

  ※今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため行事が中止となっている
ため、㉑「学校は、授業や行事等の参観の機会をつくっている。」につきまし

ては回答いただいていません。 

 

２ 課題となることへの対応について 

（１）項目⑧「学校は、パソコンやタブレットを活用した学習に取り組んでいる。」 

    各学年や各教科で、タブレットを活用してさまざまな学習を行い、少しずつ学習

の場が増えてきているところです。さらに、活用の幅を広げていきたいと考えてい

ます。 

（２）項目⑪「お子さんは、友だちや先生、地域の人などに進んで挨拶ができている。」 

王子台小「３つの心」の一つである「心を伝えるあいさつ」は、前期に比べて

向上していますが、まだ十分とは言えないようです。挨拶はコミュニケーション

のはじめの一歩ですので、引き続き指導をしてまいります。ご家庭での声掛けや

協力もよろしくお願いいたします。 

（３）項目⑬「お子さんは、学習内容をよく理解している。」 

    前期に比べて、多少改善傾向が見られました。次の学年への進級に向け、1月に

実施した佐倉市学習状況調査の結果を踏まえて定着が不十分だった内容について復

習するとともに、わかりやすい授業を行ってまいります。 



（４）項目⑮「お子さんは、家庭学習の習慣が身に付いている。」 

学習内容の定着だけでなく、家庭で机に向かい、自主的に学習するという習慣

は、子供たちの今後にとってとても大切です。学校でも発達段階に応じた課題を出

すとともに取り組みや提出を促す指導をしていきますが、保護者の方の協力なくし

て改善していくのは難しいです。ご協力をお願いいたします。 

（５）項目⑱「お子さんは『早寝・早起き・朝ごはん』の習慣が身に付いている。」 

生活習慣の乱れは、学習意欲や体力、気力の低下の要因と言われています。朝の

光を浴びて昼に活動することでよりよい睡眠が促されます。また、朝食をとること

により午前中からしっかりと活動できる状態がつくれます。ご家庭と学校で協力を

して、「早寝・早起き・朝ごはん」の習慣をつけていきたいです。 

（６）項目⑲「お子さんは、外遊びなど（体育・遊び・課外活動など）を通して体つくりを

している。」 

新型コロナウイルス感染症予防や寒さのため、前期に比べ外で体を動かす機会が

減っています。体育や委員会活動の自主的な活動として、縄跳び検定に取り組んで

います。運動の種類に制約はありますが、3 密を避け、手洗い・うがい・手指の消

毒などの感染症対策を行いつつ、子どもたちの運動量を確保していきたいと考えま

す。 

 

３ その他意見への回答について 

   ※個人が特定されたり、特定の個人を示したりしている内容や該当箇所につきまし

ては、省略させていただいております。ご了承ください。 

 

◇いつも子供のためにご尽力いただきありがとうございます。子供が学校生活を楽しく過

ごすことができ先生方には心より感謝申し上げます。コロナ禍で授業量が減っている

ことを危惧しております。お忙しい中色々とご配慮いただいていることと存じます

が、何か対策が有れば講じていただければ幸いです。 

◇昨今のコロナ禍で子供達の生活も大きく変わり、学力の低下や基礎体力低下が不安に思

います。 

 

◇お手洗いの洋式化をしてほしいです。 

 
◇冬場温水で手洗いを頻回にできるような設備を導入して下さい 

 
 

 コロナ禍で制約が多く、ご心配をおかけしています。授業につきましては、
各学年の内容が終わるよう計画的に進めています。また、内容の定着も図って
まいります。体力の低下につきましては、感染予防のため運動の種類や内容に
制約はありますが、休み時間には外遊びを勧めたり、隔日で行ったマラソン練
習や昼休みの縄跳び検定等、体育の授業以外の取り組みも行っています。 

 トイレの洋式化を含む改修につきましては、学校から佐倉市教育委員会に要
望を出しています。ご理解いただきますようお願いいたします。 

 手洗いは感染症予防のために引き続き行ってまいりますが、現状ではお湯で
手洗いすることは非常に困難です。ご理解いただきますようお願いします。 



◇学校行事の内容など、お知らせで急に初めて知らされることがあり戸惑うことが多い。

今の２年生以下の保護者は王子台小の常識や例年のこと、本来だとこうだという流れ

など知らないまま、いろんなことが中止になったり延期になったりして今に至るので

もう少し丁寧な補足がほしい。お母さん同士でコミュニケーション取ればいいのだろ

うが時代的にも難しいため。 

 

◇授業参観やイベントなどコロナがあってなかなか出来ないのはわかりますがオンライン

参観や、時間帯を分けたりなどして行って頂きたいです 

 

◇給食の割烹着の柔軟剤臭がすごいのが気になります。数回洗っても取れません。 

 

◇コロナ関係でやむなく登校を自粛しなければならなかった場合に、オンラインで授業が

出来たらいいと思います。オンラインで先生と黒板が映っていれば、それだけでも大

変ありがたいと思います。 

◇急な長期のお休みになってしまったときの、学習としてタブレットがあったら良かった

と思いました。 

 

◇タブレットをもっと活用してほしい。 

 
◇賞状などをいただける時、何の賞なのかを説明していただけると、本人も自信に繋がる

と感じています。 

 
 
 
 

 ご意見ありがとうございます。今年度も行事等が中止・変更となることが多
く、ご迷惑をおかけしました。今後も見通しがもてない状況ですが、保護者の
皆様への丁寧な説明に努めてまいります。 

 ご意見ありがとうございます。今年度末の保護者会をオンラインで実施する
ことにしました。実施状況によって、今後の行事等も工夫して実施していきた
いと考えています。できるだけお子さんの様子を見ていただけるよう、検討し
てまいります。 

 給食の割烹着の洗濯にご協力いただき、ありがとうございます。先日、保健
だよりに掲載しましたが、人によっては柔軟剤や香水の香りがつらい場合もあ
ります。他のお子さんも使いますので、配慮いただきますようお願いいたしま
す。 

 ご意見ありがとうございます。やむをえず長期のお休みになってしまった場
合、本人や保護者の方と相談をして、オンライン授業やタブレットを活用した
学習ができるようにしてまいりました。お休みが長くなりそうなときは、今後
も相談をして取り入れていきたいと考えます。 

 学習のまとめや発表、ドリル学習、調べ学習のツール等として、学年ごとに
取り組んでいるところです。活用の幅は、まだまだ広がっていきます。学校内
で活用方法を共有しながら、今後も活用してまいります。 

 全校集会で表彰するときに、担当教師からコンクールや賞の説明をしていま
す。学年によっては説明が難しかったかもしれません。丁寧な説明を心掛けて
まいります。 



◇その他 

○学校での生活の様子がよく分からない以上、「そう思う」に積極的にボタンを押せな

かった。コロナ禍で学校側も大変な中いつも対応してくださり感謝致します。 

○いつもありがとうございます。学習面、生活面等で、先生方にはお世話になってお

り、感謝の気持ちです。コロナ対策もしっかりと対応してくださり、出来るだけ学校

行事なども開催してくださいましてありがとうございます。コロナ禍で学校も大変か

と思いますが、よろしくお願致します。 

○いつも丁寧に関わって下さり、ありがとうございます。 

○お忙しい中いつも丁寧に真摯に対応して下さり、先生にはいつも感謝しております。 

○毎日楽しく通っている様子です。先生の事が大好きです。いつも沢山のフォローをあ

りがとうございます。 

○いつも楽しく通っています。いつも子供たちを適切にフォローしていただき、ありが

とうございます。 

○子供たちを適切に支えていただき、感謝しております。ありがとうございます。 

○タブレット授業を対応して頂き大変感謝しています。とてもわかりやすく、丁寧に説

明して頂き、安心しながら楽しく参加しています。 

 ○タブレット授業に参加させて頂き、大変感謝しています。授業の遅れの不安がなくな

り、安心しています。次までにやることがわかるので本人もしっかりと自学を進める

ことができています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校生活アンケート（学校評価）【後期：保護者】 

（グラフの見方） 

 

 

 

 

 

 

①学校の教育方針はわかりやす
く適切である。 

②学校の環境（教室・校庭・花壇
など）は整備されている。 

③学校は、児童の安全、衛生（コ
ロナウイルス対策）、事故防止に
努めている。 

   

④学校は、特別支援教育の取組
（一人一人に合った支援や配慮）
について努力している。 

⑤学校は、わかりやすい授業を工
夫し、学力向上に努めている。 

⑥学校は、保護者からの連絡や相
談に丁寧に対応している。 

   

⑦学校は、いじめなどの友だち関
係の悩みに素早く対応している。 

⑧学校は、パソコンやタブレット
を活用した学習に取り組んでい
る。 

⑨お子さんは、学校に楽しく登校
している。 

   

⑩お子さんは、学年や学級の友だ
ちと仲良く過ごしている。 

⑪お子さんは、友だちや先生、地
域の人などに進んで挨拶ができ
ている。 

⑫お子さんは、学校のきまりや社
会のルール、マナーを守って生活
している。 

   

 

⑬お子さんは、学習内容をよく理
解している。 

⑭お子さんは、困っている人に親
切にしたり、助けたりする心が育
っている。 

⑮お子さんは、家庭学習の習慣が
身についている。 

   

⑯お子さんは、学校行事に楽しく
参加している。 

⑰お子さんは、善悪の判断をしっ
かりして行動している。 

⑱お子さんは、「早寝・早起き・朝
ごはん」の習慣が身についてい
る。 

   

⑲お子さんは、外遊びなど（体育・
遊び・課外活動など）を通して体
つくりをしている。 

⑳学校の様子や情報は、ホームペ
ージや学校だより、メール配信な
どを通して、保護者や地域に伝え
られている。 

㉑学校は、授業や行事等の参観の
機会をつくっている。（現在、参観
の機会が削減されているため、回
答の必要はありません。） 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校生活アンケート（学校評価）【後期：児童】 

（グラフの見方） 

 

 

 

 

 

 

①学校は楽しいですか。 ②学年や学級のお友だちとなか
よくできていますか。 

③友だちや先生，地域の人にすす
んであいさつができますか。 
 

   

④学校のきまりやマナーを守っ
て生活していますか。 

⑤学習したことはよく理解して
いますか。 

⑥授業では，自分の考えをもった
り，友だちに伝えたりすることが
できますか。 

   

⑦先生は，勉強をわかりやすく教
えてくれますか。 

⑧パソコンやタブレットを使っ
た学習に興味をもって取り組ん
でいますか。 

⑨困っている友だちを見かけた
ら，心配したり声をかけたりする
ことができますか。 

   

⑩悩み事があった場合、先生に困
っていることや悩んでいること
を相談したり話したりしますか。 

⑪だまって，そうじに取り組んで
いますか。 

⑫自分の気持ちが伝わるように
歌うことができていますか。 

   

 

 

⑬いろいろな場面で「ありがと
う」が言えますか。 

⑭家でも勉強をしていますか。 ⑮「早寝・早起き・朝ごはん」の
習慣が身についていますか。 
 

   

⑯業間や昼休みなどは，外へ出て
元気よく遊ぶことができますか。 

⑰読書は好きですか。 ⑱学習に使う道具や宿題の忘れ
物がないように気をつけていま
すか。 

   

⑲家族とよく話していますか。 
 

  

   

 



 

 

 

 

学校生活アンケート（学校評価）【後期：教職員】 

（グラフの見方） 

 

 

 

 

 

 

①教育目標を常に意識した活動
をしていますか。 

②学校の環境(教室･校庭･花壇な
ど)整備を心がけていますか。 

③児童の安全，衛生（コロナウイ
ルス対策），事故防止に努めてい
ますか。 

  

 

 

④特別支援教育について理解し，
一人一人に合った支援や配慮に
心がけていますか。 

⑤パソコンやタブレットを活用
した学習に取り組んでいますか。 

⑥報告・連絡・相談・確認を心が
け，組織の一員として意識して取
り組んでいますか。 

   

⑦わかりやすい授業を工夫し，児
童の学力向上に努めていますか。 

⑧日々の授業やノート指導及び
家庭学習の課題など，個に応じた
学習指導を心がけていますか。 

⑨読書の習慣を身につけさせて
いますか。 

   

⑩家庭学習の習慣を身につけさ
せていますか。 

⑪学校行事に楽しく意欲的に参
加できるような工夫をしていま
すか。 

⑫体育や外遊び，課外活動などを
通した体つくりに取り組んでい
ますか。 

   

 

⑬児童が，「学校に楽しく通える」
雰囲気づくりに努めていますか。 

⑭児童の様子や友だち関係に気
を配って指導・支援にあたってい
ますか。 

⑮進んであいさつができる児童
の育成に努めていますか。 

   

⑯学校のきまりや社会のルール，
マナーを守って生活する指導を
していますか。 

⑰日々の学級経営や道徳の時間
に思いやりの心を育てる指導を
行っていますか。 

⑱学習規律（時間・姿勢・整理整
頓など）を意識した指導を心がけ
ていますか。 

   

⑲保護者からの連絡や相談に対
し丁寧に対応していますか。 

⑳様々な問題(いじめや悩みなど)
に素早く対応していますか。 

㉑善悪の判断をしっかりと行っ
て行動できるよう指導したり，考
えさせたりしていますか。 

   

㉒児童は，基本的な生活習慣（早
寝・早起き・朝ごはんなど）が身
についていると思いますか。 

㉓学校の様子を学年だよりや保
護者会などで説明していますか。 

㉔保護者や来校者，地域の方に進
んで挨拶をしていますか。 

   

 


