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令和３年度「学校評価保護者アンケート」の結果（前期）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 

①96% ②96％ ③97％ ④97％ ⑤93％ ⑥98％ 

⑦94％ ⑨97％ ⑩98％ ⑫97％ ⑭95％ ⑯97％ 

⑰98％ ⑳94％     

（２）肯定的回答（Ａ・Ｂ）が 90％に満たない項目 

⑧87％ ⑪82％ ⑬87％ ⑮79％ ⑱83％ ⑲86％ 

（３）昨年度後期との比較（上段：今年度、下段：昨年度） 

①96% ②96％ ③97％ ④97％ ⑤93％ ⑥98％ 

 95％  94％  95％  94％  93％  93％ 

⑦94％ ⑧87％ ⑨97％ ⑩98％ ⑪82％ ⑫97％ 

 92％ *昨年度なし  93％  94％  86％  92％ 

⑬87％ ⑭95％ ⑮79％ ⑯97％ ⑰98％ ⑱83％ 

 76％  94％  76％  94％  93％  81％ 

⑲86％ ⑳94％     

 83％  95％     

  ※今年度前期は、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。」 

    発達段階に応じて、タブレット学習の場が増えてきているところです。今後、家

庭への持ち帰りを含め、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。」 

校内ではよくできているあいさつも校外ではもう一歩というところです。委員

会活動等の児童の自主的な活動も取り入れながら、大切なコミュニケーションの

一つであるあいさつが地域などでもできるように、引き続き「心を伝えるあいさ

つ」について指導してまいります。 

（３）項目⑬「お子さんは、学習内容をよく理解している。」 

    タブレットを活用した繰り返し学習や、家庭学習で内容の定着を図っています。

また、チャレンジタイムを活用した復習も行っています。さらに、全国学力・学習

状況調査や佐倉市学習状況調査の結果をもとに、今後も、わかりやすい授業の工夫

と学習内容の定着に努めてまいります。 



（４）項目⑮「お子さんは、家庭学習の習慣が身に付いている。」 

昨年度に比べて、多少改善傾向が見られました。学校でも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。学力向上のためにも学年×10 分は学習に集中できる環境づく

りにご協力をお願いいたします。また、千葉県教育委員会より出されている「家庭

学習のすすめ」を配付いたしますので、ご覧ください。 

☆「家庭学習のすすめ 小学生版」サイト 

➡ https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/2011/kateigakus.html 

☆「親力アップいきいき子育て広場」 

➡ https://www.skplaza.pref.chiba.lg.jp/ikiiki/ 

（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。」 

しっかりと睡眠をとり、早寝早起きのリズムを習慣づけることで、昼間に活発な

「からだ」「あたま」「こころ」の働きが促されるそうです。また、子どもの頃、

「早寝・早起き・朝ごはん」という規則正しい生活を送っていた人ほど、大人にな

って資質・能力が高い傾向がみられるそうです。学校でも、「早寝・早起き・朝ご

はん」の大切さを話していきますが、習慣づけへの声がけ、ご協力をお願いいたし

ます。 

（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のため、以前に比べ外で体を動かす機会が減って

います。体育や 3 密を避けながらの外遊びなど、少しずつ体を動かす機会を設けて

います。今後も、手洗い・うがい・手指の消毒や 3 密を避ける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。 

◇「湿度の高い日、廊下の床がびしょびしょに濡れていて、つるつると滑り危険を感じる。」 

 

◇怪我をした際の絆創膏は、何故、家から持っていったものを使わなければならないのか

疑問に思う。そういう時の為の保健室ではないのか。 

 

 

 

 

 高い湿度のため床が滑りやすいときは、子どもたちに注意を促したり、廊下
を拭いたりしています。現状では床の張替が困難ですので、今後も気を付ける
よう指導を含め配慮してまいります。 

 学校でけがをした際には、保健室で処置をしたり学級に置いているばんそう
こうを使用したりしていますので、子どもたちにも伝えていきます。ばんそう
こうを貼らなくてもよいと判断した場合は、貼っていませんのでご了承くださ
い。また、ばんそうこうやガーゼ、シップ等の取り換えは、ご家庭でお願いい
たします。 



◇手洗いの習慣化は今後も継続する必要があり、冬季はお湯を使用できるように検討して

下さい。 

 
◇トイレを新しくして欲しい。 

 
◇コロナ対策で仕方がないが部活動もなくなるなど、子どもの意欲や覇気がなくなってき

ているように感じる。 

 

◇欠席の連絡をマチコミで出来るようなるとありがたいです。佐倉市内の他の小学校に通

っている友人はマチコミで欠席連絡していると聞いたので、王子台小もそうなって欲し

いです。 

 
◇音楽発表会の時のビデオの画質が粗過ぎてよくわからなかった。自分の子供がどこにい

るのかわかりづらい。後日販売等何かあれば良かった 

 

◇まちコミに学校の様子の写真をアップしてもらえると嬉しいです。 

◇お手紙やホームページでの、学校の様子、ありがたいです。コロナもあり、大変かとは

思いますが、分散などで、１年生の授業参観があると嬉しいです。 

 

◇担任の先生が子供達に寄り添っていただけたら安心して学校に通わせられるので、お願

いしたいです。 

 
◇その他 

〇苦手なことやうまくいかないことに対して、頑張ろうとする姿勢が身に付いてきたよ

うに感じられます。いつもご指導ありがとうございます。 

〇いつも児童たちの事を思って、学校生活を進めてくださりありがとうございます。今

後ともよろしくお願いいたします。 

〇毎日楽しく通わせて頂いています。コロナ禍で大変な中、工夫して運動会の参観を行

って頂いたり、お手紙等で学校やクラスの様子もとても良く分かるので先生方に感謝

 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。 

 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。 

 新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら、行事や縦割り活動等を行って
います。部活動についても、新型コロナウイルス感染症や学校の状況を鑑み、
佐倉市教育委員会と協議しながら、取り組みについて検討してまいります。 

 ご意見ありがとうございます。欠席連絡についてマチコミの活用を検討して
まいります。 

 学校においでいただき、発表を見ていただけることが一番良かったのです
が、昨年度は、ビデオでご覧いただくことしかできませんでした。今年度は、
学年ごとでしたが、見ていただくことができました。今後も、状況を見ながら、
直接ご覧いただける機会を検討してまいります。 

 マチコミを活用して子どもたちの活動のお知らせできるとよいのですが、今
の王子台小では難しい状況です。引き続き、ホームページや学校だより等での
お知らせをご覧ください。また、授業参観につきましては、状況を見ながら、
時期や方法を検討しています。 

 ご意見ありがとうございます。子どもに寄り添った指導は大切です。学校で
共通理解をして、子どもたちが安心して登校できるようにしてまいります。 



しております。 

〇いつも有難うございます。先生方のお陰で、娘は学校生活を楽しんでいます。 

〇子どもは担任の先生が好きで、毎日楽しそうに学校に通っています。何かあるとすぐ

に電話をいただけるのも嬉しく思います。教頭先生は雨の日も風の日も正門に立ち、

生徒を迎えてくれており、頭が下がります。いつもありがとうございます。 

〇担任の先生をはじめとして、教頭先生や諸先生方のご協力にたびたび助けて頂いてい

ます。今後とも宜しくお願い致します。 

〇いつもありがとうございます。 

〇いつもお世話になり、ありがとうございます。おかげさまで楽しく通わせて頂いてお

ります。今後ともよろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校生活アンケート（学校評価）【前期：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）【前期：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）【前期：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。 

   

 


