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第２回学校評価に関するアンケート集計結果のお知らせ 

 

 早春の候、保護者の皆様におかれましては日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にあり

がとうございます。 

さて、このほど、保護者・児童・職員アンケートの集計結果がまとまりました。より良い学校を目指して、

また、より保護者・地域との連携を深めた学校を目指して、認めていただいた点はさらに伸ばし、ご指摘いた

だいた内容については今後具体的な改善を加えていく所存です。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

なお、染井野小学校のホームページにも掲載してあることを申し添えます。 

（http://www.school.city.sakura.chiba.jp/someino-es/index.html） 

 

１．集計結果及び考察 

（１）２２年度より、児童、保護者、職員に対し１０項目の同じ観点でアンケート調査をしています。２７年

度から特別支援教育に関しての項目を１つ増やし、さらに３０年度よりいじめに関しての項目を

１つ増やし合計１２項目で実施しています。なお質問文はそれぞれにあった形にしてアンケート

を採ることで三者に共通した意識や、違いを考察します。 

  ◇調査時期 令和４年２月 

 

  ◇調査項目 

 

１ 教育目標の具現化について 

２ 教育施設の使いやすさ、維持・改善について 

３ 安全な生活について 

４ 諸問題への対処について。 

５ 学習理解について 

６ 評価（学習面、生活面）について。 

７ 学校生活への意欲について 

８ いじめ防止について  ※追加項目 

９ 特別支援教育について  

10  保護者、地域への情報発信について 

11  児童の思い、保護者・地域との連携、について 

12  地域の教育力について 

 

 

 ◇調査方法 

  ・学校作成のアンケート用紙による選択回答 

   Ａ：満足    Ｂ：まあまあ満足  Ｃ：やや満足  Ｄ：不満 

 

 

 

 



（２）考察Ⅰ・全校児童 

◇令和３年度（児童）集計結果  

 

前期 そう思う１３７ だいたいそう思う８２ あまりそう思わない１２ そう思わない８ 

 

 

 

 
 

前期 そう思う２００ だいたいそう思う２８ あまりそう思わない５ そう思わない５ 

前期 そう思う１４３ だいたいそう思う６２ あまりそう思わない２４ そう思わない９ 

前期 そう思う１４１ だいたいそう思う５２ あまりそう思わない２１ そう思わない２４ 



 

 

 

 

 

前期 そう思う１４６ だいたいそう思う７０ あまりそう思わない１７ そう思わない５ 

前期 そう思う１７２ だいたいそう思う５１ あまりそう思わない１０ そう思わない６ 

前期 そう思う１７１ だいたいそう思う４６ あまりそう思わない１３ そう思わない１０ 

前期 そう思う１６２ だいたいそう思う５１ あまりそう思わない１２ そう思わない１４ 



 

※⑩～⑫の項目は後期のみの結果です。 

 

 

 

 

前期 そう思う１７４ だいたいそう思う４８ あまりそう思わない１２ そう思わない６ 



「A：そう思う」「B：だいたいそう思う」を合わせると、設問３・４・８で８割以上、それ以外の

項目では９割以上を超えており、児童にとって学校生活は概ね良好であるといえる。 

前期に比べ、特に評価が向上した項目は、設問１「まじめがいっぱいがいっぱい、笑顔がいっぱい、

やる気がいっぱいな学校生活を送っている」設問５「学習したことを理解できた」設問９「先生方が

声を掛けたり丁寧に教えてくれたりする」である。 

設問１では「学校が楽しいから」「授業にまじめに取り組んでいるから」「休み時間と授業のメリ

ハリがあるから」といった意見が多く、学習に対して真剣に取り組んでいる児童が多いことが分かっ

た。設問５では「授業がわかりやすいから」「わからないところをゆっくり教えてもらえるから」と

いう意見が多かった。さらに、児童にとって分かりやすい授業ができるように工夫をしていく。設問

６では「いつも明るく声を掛けてくれるから」「具合が悪い時に声を掛けてくれたから」「授業の時

に丁寧に教えてくれるから」という意見が見られた。「自分のことを見ていてくれている」という安

心感がある学校になるよう、さらにきめ細かな声掛けができるようにしていく。 

続いて、他の項目と比べて評価が低かった項目について考察する。 

 評価が低かった項目は、設問８「人が嫌がることをしていない」と設問１１「地域の学習に興味を

もって取り組んだ」である。設問８では「人が嫌がることは言っていない」という意見が大半だった

ものの、中には「嫌なことを言われることがあるから」「怒ったときに悪口を言ってしまうから」と

いった内容も見られた。毎月のいじめアンケートや教育相談を通して嫌な思いをする児童を素早く把

握し、迅速に対応していく。また事実を確認してからは、いじめや悪口に対して毅然とした態度で指

導を行う。設問１１では「地域のことにあまり興味がないから」と意見が多かった。これは、地域の

方とのつながりを感じる場面が少なかったことが原因と考えられる。今後は、ゲストティーチャーや

里山の活用などを行い、実感を伴った理解ができるようにしていく。 

 

 

 

考察Ⅱ・保護者 

◇令和３度（保護者）結果集計 

 

 

前期 満足 ５４ まあまあ満足 ９９ やや不満 ３ 不満 ０ 

前期 満足 ６７ まあまあ満足 ８８ やや不満 １ 不満 ０ 



 

 

 

 

 

前期 満足 ５７ まあまあ満足 ９１ やや不満 ６ 不満 ２ 

前期 満足 ５１ まあまあ満足 ９７ やや不満 ５ 不満 ３ 

前期 満足 ５０ まあまあ満足 ９５ やや不満 １１ 不満 ０ 

前期 満足 ５４ まあまあ満足 ８５ やや不満 １６ 不満 ０ 



 

 

 

 

 

前期 満足 ９７ まあまあ満足 ４９ やや不満 ９ 不満 ２ 

前期 満足 ６７ まあまあ満足 ７４ やや不満 １４ 不満 １ 

前期 満足 ５７ まあまあ満足 ８８ やや不満 １０ 不満 ０ 

前期 満足 ３１ まあまあ満足 ８６ やや不満 ３４ 不満 ６ 



 

 
 

 「A：満足」「B：まあまあ満足」を合わせるとほとんどの項目で、９割を超えており、概ね良好であ

ると考える。特に、設問６「子供が適切に評価されている」７「子供が楽しく通えている」において、満足

の度合いが高いことが、私たち教職員にとって何よりうれしい評価である。学校が、子供たちの学びの場と

してふさわしい場になるよう、これからもさらに工夫改善していく。また、一クラスの人数が少ないという

利点を生かして、児童一人一人の良さに気づき、それぞれの力を伸ばしていける教育活動を展開していく。 

設問５「学習指導が充実している」において、前期に比べるとやや不満の数が上回った。コロナ感染防止の

ため、学習の形態などが単一化してしまったことや学校行事などの制限により体験活動などが十分に行われ

なかったことが課題として考えられる。昨年度行うことができなかった里山の学習を今年度は低学年で、年

に２回活用することができた。また、オンラインの社会科見学を実施した学年もある。電車などを使っての

校外学習はまだまだ難しい面があるが、学校にいながらできるオンライン見学の活用や歩いていくことがで

きる里山での学習を活用していくことは、コロナ禍の中でも十分できるものであると考える。コロナ禍でで

きることを今年１年少しずつ見えてきているので、児童たちの学習の充実のために更なる工夫を行っていく。 

 なにより、一番うれしいことは、⑩「学校の様子が保護者や地域に伝わっている」⑪「保護者や地域の願

いに応えている」⑫「保護者や地域の力が生かされている」の「A：満足」「B：まあまあ満足」を合わ

せた割合が前期に比べて大きく上回ってきていることである。ここ数年、この３項目が課題になっていた。 

特に学校の様子については、コロナ禍になり、児童の様子を見ていただく機会がなかったため何とか工夫を

していきたいと考えてきた項目である。今年は、２回の分散授業参観（４月、１１月）運動会の保護者参観

等、目の前で見ていただく機会が増えたこと、また、ホームページでの月２回の学年の様子を伝えてきたこ

とが成果につながっていると考える。児童の学習の充実同様に、今できることを確実に行っていきたい。 

 

 

 

 

 

前期 満足 ３６ まあまあ満足 ９０ やや不満 ２５ 不満 ３ 

前期 満足 ３９ まあまあ満足 ９０ やや不満 ２３ 不満 ３ 



考察Ⅲ・職員 

◇令和３年度（職員）集計結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

前期 そう思う８ だいたいそう思う９ あまりそう思わない０ 全然そう思わない０ 

前期 そう思う８ だいたいそう思う９ あまりそう思わない０ 全然そう思わない０ 

前期 そう思う１４ だいたいそう思う３ あまりそう思わない０ 全然そう思わない０ 

前期 そう思う１３ だいたいそう思う４ あまりそう思わない０ 全然そう思わない０ 



 

 

 

 

 

前期 そう思う１０ だいたいそう思う６ あまりそう思わない０ 全然そう思わない０ 

前期 そう思う８ だいたいそう思う８ あまりそう思わない０ 全然そう思わない０ 

前期 そう思う８ だいたいそう思う９ あまりそう思わない０ 全然そう思わない０ 

前期 そう思う１２ だいたいそう思う４ あまりそう思わない０ 全然そう思わない０ 



 

 

 

 

前期 そう思う６ だいたいそう思う９ あまりそう思わない１ 全然そう思わない０ 

前期 そう思う４ だいたいそう思う１３ あまりそう思わない１ 全然そう思わない０ 

前期 そう思う４ だいたいそう思う１１ あまりそう思わない２ 全然そう思わない０ 

前期 そう思う４ だいたいそう思う１１ あまりそう思わない２ 全然そう思わない０ 



１１、１２を除く項目については「Ａそう思う。」「Ｂ大体そう思う。」を合わせると９割を超え

ている。 

１度目の職員アンケートと比較して上昇した部分は、「８・いじめのない学級づくりに努めた」と

「１０・学年便りの発行やホームページの更新など、保護者・地域への情報発信を校務分掌に沿って

積極的に行った。」であった。８については、毎週の打合せで児童の様子についての情報を共有した

り、いじめアンケートを毎月行い、随時対応していったりすることで、子供たちの悩みに対して迅速

に対応できている結果であろう。また、１０についてはホームページの更新を頻繁に行い、児童の様

子を保護者に発信し、学校での様子をつぶさに伝えられているためだと考えられる。 

他方、１２については、自然体験活動等の具体的活動ができず、抽象的な学習にとどまってしまう

単元が見られたため、低い結果となった。感染症対策のため、人同士の関わりには制限があるが、本

校は自然に囲まれた立地にあり、近くに里山もあるため、そういった自然を利用した活動を多く取り

入れていきたい。 

 

 

 

  

考察Ⅳ・まとめ 

  3 者のアンケートを見てみると、今まで同様 9 割を超える項目がほとんどであり、概ね良好であ

ることが分かる。コロナ禍で、地域・家庭・学校が直接顔を合わせて連携していくことが難しい中

で、今までの基盤がしっかりしているからだと考える。今後も、３者連携していくことに変わりは

ないが、見えにくくなっている現状であると思うので、今まで以上の情報の共有が必要になってく

ると考える。 

例年、課題となっている学校の様子についての情報発信は、後期の学校評価において、保護者、

教職員ともによい評価に転じていた。今年度は、具体的に何を行っていくのかということを明確に

し、発信してきたことが今回の成果につながったと思うので、引き続き来年度も、情報発信に向け

てよりよい方法を具体的に考えていく所存である。昨年に比べれば、保護者の方に実際に児童の様

子を見ていただく機会は増えたが、授業参観についても分散の授業参観であり、クラス全体の雰囲

気を見ていただくことはできなかった。授業参観の方法についても、今後どのような方法がよいか

をさらに検討していく。また、児童のアンケート結果より、地域に興味を持てていないということ

が分かったので、地域の魅力や地域の人材活用にさらに力を入れていきたい。 


