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平成３０年度 杉戸町立高野台小学校 

今年度、アンケート項目を改訂しました。 



アンケート１ 児童の学校生活・学習について 
達成度 90%以上（◎） 80～90%未満（○）75～80%未満（△）75%未満（▲）※小数第一位四捨五入 

No 質  問 
評 価(%) 
（昨年度） 

達
成
度 

現状や考察 と 改善策 

１ 
・学習事項を生かす。 
・学校の様子を話す。 

児 童 
73 
 

▲ 
唯一児童の評価が保護者評価を下回った項

目です。児童は意識せず学習したことを活用
したり、家庭で話したりしている傾向がある
ようです。 
・何のために勉強するのか、家庭と連携し児
童に理解させてきます。 

・授業の中で学習内容と生活を結びつけてい
きます。 

・宿題の中に学習内容を家庭で話す，学習内
容を家庭で評価してもらうものを意図的に
計画します。 

・授業最後のふり返りを確実に実施し、家庭
学習や生活に関連づけます。 

保護者 
91 
 

◎ 

教職員 85 ○ 

２ 感謝と謝罪のあいさつ 

児 童 94 ◎ 

相手によってあいさつをする、しないの区別
をする児童がいます。 

・あいさつは相手の存在を認めること。人権

問題の第一歩として指導します。 

・朝、クラスに入るときには全体にあいさつ

します。 

・保護者、ボランティア、教職員、お世話に

なっている方には全てあいさつをするよう

に指導します。 

・6年生にリーダーとしての自覚を促す支援を

し、あいさつをできるようにする。 

・教職員自らが率先垂範で明るく気持ちの

よいあいさつを実践していきます。 

保護者 87 ○ 

教職員 70 ▲ 

３ 
思いやりのある言葉か
け 

児 童 

 
85 
 
 

○ 

授業・学級経営の中でよい言葉かけ、よく
ない言葉かけを指導します。 
・話し合い活動では相手の話をしっかりと聞
き、受け止める。 

・体育の授業でポジティブな言葉かけを増や
す。 

・児童相互のコミュニケーション能力を高め、 
 お互いに学び合い、よりよい関係を築き、
よりよい問題解決ができるようにする。 

・ペア学習や協調学習等の積極的な導入 
・人権感覚育成プログラムの実践 

保護者 
82 
 

○ 

教職員 80 ○ 

４ ・自己主張できる 

児 童 
85 
 

○ 

子どもたちが学年や学級の中で居心地の良
い居場所を見いだしていると考えられます。
反面、自分の感情や意見を表現できなかった
り、周りの児童に配慮ができなかったりする
児童もいます。 
・授業ではまちがえてもだれも笑わない雰囲
気作り、誤答を生かした学び合い。 

・道徳に時間は全員発表の時間。道徳に間違
えはない。 

・豊かな人間関係を醸成する学級・学年づく
りの推進 

・学級活動の充実。 

保護者 
78 
 

△ 

教職員 50 ▲ 

５ ・運動や外遊びが好き 

児 童 
88 
 

○ 
朝マラソンや鉄棒運動、縄跳び大会などに

真剣に取り組む児童が増えました。自分の健
康、体力に関心を持つ児童が増えてきました。 
・ねらいを明確にした楽しい体育、できる体
育授業の充実 保護者 

83 
 

○ 



教職員 100 ◎ 

・町の体力向上推進委員会と連携した握力の
重点指導。 

・各種球技のコート、トラックのライン、ボ
ールの整備 

６ ・家庭学習の工夫 

児 童 
86 
 

○ 

家庭学習が定着してきましたが、内容の工
夫で評価が分かれました。学校全体で共通理
解を図るとともに、良い取組を広め量・質の
向上を目指します。 
・各学級で家庭学習の取組の指導をします。 
・授業の中で、家庭学習につながるような課
題の提示やよい取組の例示をします。 

・バランスよく自主的で発展的な学習や意欲
を育てる家庭学習の推進 

・家庭学習実践事例集など工夫した取組を広
めていく。 

保護者 
66 
 

▲ 

教職員 90 ◎ 

７ 
・目的をもった読書 
・読書を楽しむ 

児 童 
83 
 

○ 

「おすすめの本」の放送や、親子読書、家
庭での 10分間読書、ミニ賞状等の取組により、
学校の図書室の活用は進んでいるものの、学
校外での読書の機会が減少している。 
・読書貯金等、学校図書部会を中心とした全
校的な取組の工夫・改善 

・図書ボランティアと連携した読書啓発活動 
・国語の授業単元に合わせた課題読書・並行
読書の充実 

・ノーメディアデー等を活用し、ゲーム・ス
マホの時間のルール作りを。大人も子どもも
読書に親しむ時間の創設。 

保護者 
54 
 

▲ 

教職員 85 ○ 

８ ・翌日の学習準備 

児 童 92 ◎ 
児童・家庭で意識化されてきました。児童・

家庭・教職員での差が大きいことから、家庭
との連携、指導方法工夫が必要と考えます。 
・前の日に学習の準備をする習慣づけ 
・「連絡帳」「週報」を活用した家庭との連携 
・当たり前でもできたら誉める成功体験の積
み重ね。 

保護者 77 △ 

教職員 85 ○ 

９ ・得意なものがある 

児 童 
96 
 

◎ 

自分の得意なものがある児童が多い。その
ことを自分の言葉で伝えたり、他の活動に行
かして工夫をしたりしていきます。 
 
・授業の中で教師が教えるばかりではなく、
得意な児童を生かす工夫。 

・学び合いを通して、相手の良さに気づき、
ふり返りを通してそれを伝えていく。 

・わたしたちの道徳等を活用し、自己の長所、
友だちの長所などを考える場を設定する。 

保護者 
91 
 

◎ 

教職員 95 ◎ 

10 自力解決能力 

児 童 
89 
 

○ 

保護者の評価が高く、教員の評価が極端に
低い項目です。学校においては、何でも教師
に頼る、何でも教師に頼る傾向があります。 
・生きる力を育む、問題解決型の授業を実践
していきます。 

・学年が上がるにつれ、自分で考え解決でき
るよう学校全体で指導していきます。 

・係活動、クラブ活動等でよりよい学校生活
のための工夫を考えさせる。 

保護者 76 ○ 

教職員 65 ▲ 

 

 
 
 
 
 
 
 



平成３０年度 杉戸町立高野台小学校 
アンケート２ 学校の取り組みについて 
達成度 90%以上（◎） 80～88%未満（○）75～80%未満（△）80%未満（▲）※小数第一位四捨五入 
 

No 質  問 
評 価 

（昨年度） 

達
成
度 

現状や考察 と 改善策 

１ 実態に合った教育 
保護者 92 ◎ 

質問がわかりづらく回答できないとのご意
見をいただきました。 
・次年度は、具体的かつ測定可能な質問に替
えていきます。 

・各種会議、PTA会議への情報提供 教職員 90 ◎ 

２ 家庭や地域との連携 

保護者 
94 
 

◎ 

運動会の延期・実施について、近隣の西小
と対応が違っていた。学校間で連携し、情報
を共有すべきとのご意見をいただきました。 
・西小、杉中と情報を共有し、学校間で格差
が出ないよう連携を図っていきます。学校独
自の判断による学校行事の場合は、複数の情
報を分析し、適切な判断をしていきます。 
効果的なメール配信との評価をいただきま

したが、もう少し早めの連絡がよい、緊急性
のあるものと事務連絡を区別してほしいとの
提案もいただきました。 
・学校説明会、学級ＰＴＡ、各行事、学校だ
より、ホームページ等で地域・保護者の皆
様への情報発信の工夫・改善に努めている
ところです。今後は家庭・地域での児童の
姿をとおした情報発信にも力を入れていき
ます。 

・学校・家庭・地域双方向での情報連携の推進 

・児童の安全やあいさつの指導、すぎとふる
さと教育の推進 

・メールの効果的活用。（緊急・事務連絡の区
別） 

教職員 92 ◎ 

３ 生活指導・相談活動 

保護者 
91 
 

◎ 

個人面談、教育相談日等教育相談を充実さ
せ、組織的な対応、専門機関との連携に努め
ます。 
・必要に応じた随時の相談を実施し、適切な
支援体制を充実させる。 

・児童理解研修、学校課題研修の充実により、
全教職員で児童を支える体制整備、強化。 

・特別支援学校と連携し、巡回相談を通して 
支援が必要な児童の指導を工夫していきま
す。 

・積極的な生徒指導で、いじめ・不登校の要
因を早期に発見し、チームで対応していき
ます。 

教職員 83 ○ 

４ 学習指導法の工夫 

保護者 
94 
 

◎ 

強制ではなく意欲を引き出す学習指導、自
由裁量のある家庭学習をというご意見を頂き
ました。 
・発達段階に応じ、低学年では学習規律や基
礎基本の徹底をしています。学年が上がるに
つれ、興味関心や学習の理解度にあった家庭
学習（自主学習）ができるよう指導していき
ます。 

・学校課題研修において研究を進めている主
体的な学び・対話的な学び・深い学びの視点
で、授業改善を図る。学び合いを通して自己
を高められる児童を育成します。 
学習規律が確立し、児童の学び合いが見ら
れる授業がおおいとのご意見をいただきまし

教職員 90 ◎ 



た。自分の考えを自分の言葉で堂々と言える
ようにしてほしいとのご意見もありました。 
・校内研修による授業分析と授業研究、管理
職の指導による全教員の授業力の向上を図
ります。 

・問題解決型学習を推進し、体験学習の充実
を行います。 

・伝え合う力を児童の課題ととらえ、全教科
の学び合いの中で伝える力を育てます。 

・毎日の授業を、分かる授業、学ぶ楽しさのあ
る授業にしていきます。 

５ 体力向上・運動意欲 

保護者 99 ◎ 

目標を設定した朝マラソンの奨励等、持久
走大会、なわとび大会などを通して、全校の
体力向上のための授業の活性化、運動遊びの
生活化に努めていきます。 
・運動しやすい土のグラウンドと転んでも安
全な草生（くさふ）を整備し、遊びを創造
できる校庭を維持します。 

・体力テストは多くの学年・種目で県平均も
上回っています。 

・校内の体力向上推進委員会による組織的取
組強化し、体力を高めていきます。 

・めあてを持たせた楽しい体育授業を推進し
ます。 

・遊びの場は調え、用具を整備していきます。 
・教師が率先して外遊びの質・量の充実を図
ります。 

教職員 100 ○ 

６ 道徳教育、人権教育 

保護者 94 ◎ 

人権アンケートの結果、本校児童はルール
を守り、思いやりがある反面、自尊感情や自
分の意志や考えを分かりやすく伝えるなどに
課題があることが分かりました。 
・たて割り異年齢活動でのリーダー体験を通
して、リーダーシップと自尊感情を高めて
いきます。また、ねらいを明確にした体験
活動の充実を図ります。 

・ＰＴＡと地域と連携し、地域懇談会におい
て実施した人権感覚育成プログラムを、学校
はもちろん、家庭地域にも広げていきます。 

・全教科領域で、人権的な視点を明確にした
授業・教育を実施していきます。 

・道徳教育の教科化を受け、問題解決型の授
業、考える道徳、通知表への評価の検討を
行いました。 

・良い言葉かけの指導を授業の中で行います。 
・ハイパーＱＵテストを実施することで、児
童のコミュニケーションスキルやソーシャ
ルスキルを把握し、保護者と連携しながら
児童の指導、学級経営に生かしていきます。 

教職員 92 ◎ 

７ 地域の人材活用 

保護者 
90 
 

◎ 

学校応援団会議を 5 月と 3 月の 2 回にしま
した。まだまだ地域には人材がたくさんいる
とのご指摘もいただきました。 
・３月の応援団会議で次年度継続確認をし、4
月当初から活動できるよう組織作りを早め
ていきます。 

・体験重視の授業、活動の創造と地域素材の 
掘り起こします。 

・地域へのさらなる情報発信を行い、地域の
人材のデータベースを広げ、計画的、組織
的な支援をいただける形を目指します。 

・人材・環境活用の「総合的な学習の時間」
年間指導計画へ位置づけます。 

教職員 88 ◎ 



・学校内に学校応援団の担当を位置づけます。 
 また、各応援団組織のリーダーを中心に、
コーディネートできる人材を発掘します。 

８ 公正な評価 

保護者 
92 
 

◎ 

ペーパーテストだけではなく、授業中の話
し合いや発言、ノート記述、実技や鑑賞の能
力、授業を振り返り自分の言葉でまとめる活
動、自己評価や相互評価など多面的に評価を
していきます。 
・評価規準を明確にした評価を推進します。 
・「認めて・やる気を育成する」活動を授業の
基盤とします。 

・評価を授業改善「分かる授業」「楽しい授業」
に生かします。 

教職員 86 ○ 

9 安全指導 

保護者 
81 

(81) 
○ 

様々な天災に備えた訓練、自分で避難でき
る判断力を養う訓練をします。通常の避難訓
練に加えショートの避難訓練や、竜巻対応避
難訓練等も行い、休み時間、掃除時間などで
も、「自分の命は自分で守る」意識を児童に持
たせるようにしています。 
・危険予知能力の学校・家庭との連携推進に
よる育成（考えて行動できる子どもの育成） 

・危険箇所の確認と安全マップづくりの推進 
 （3年生） 
・ホッとハウスマップを作成しました。 
・避難場所が少ない地区のホッとハウスの開
拓。 

（新規に３件のホットハウスを依頼しまし
た。） 
・４月にホッとハウスの確認と利用方法の指
導。 

・ショート避難訓練の充実、竜巻訓練の実施 

教職員 84 ○ 

10 環境整備 

保護者 
89 
 

○ 

エアコンの設置に対する強い要望を多数い
ただきました。（来年度 7 月中に稼働予定で
す。） 
また、校舎裏の駐車場が暗い、段差がある

とのご指摘を頂きました。照明設置、段差解
消等を町担当部署に働きかけていきます。 
安全で安心かつ清潔で使いやすい、校舎・

校庭を維持します。無言清掃の徹底、校庭整
備、図書館ボランティアによる図書館環境整
備、花ボランティアによる花壇の整備、お手
伝い係による垣根の清掃、窓清掃で教育環境
が整ってきております。さらに、おやじの会
の助力を得て、駐車場のラインを塗り直しま
した。 
・校庭の全てのロープを張り換えました。 
・駐車場のペイントを塗り直し、駐車スペー
スを６５台から、１００台に増やしました。 

・校庭の除草と排水溝の清掃、塩化カルシウ
ムの散布で、校庭の排水性が高まりました。 

・男子トイレの尿石除去で夏季の悪臭がなく
なりました。 

・季節感あふれる花壇、栽培体験・観察学習
に適した学校ファームの整備。 

・清掃活動の重視（無言清掃を伝統に） 
・PTA お手伝い係と高学年児童の協力で、校
庭周辺樹木の伐採と除草 

・校舎内の窓ガラスの清掃を実施しました。 
  

教職員 96 ◎ 



11 健康教育 

保護者 
98 
 

◎ 

歯みがき指導や専門機関と連携した保健指
導は家庭での指導に役立つというご意見をい
ただきました。 
・長期休み後、「早寝・早起き・朝ご飯」など
の生活リズムの改善を実施しています。今後
も家庭と連携して推進していきます。 

・健康チェックの集計の分析による改善をし
ています。 

・チェックリストや文書の簡略化を図り、家
庭の負担を減らせるよう改善します。 

・授業時数に配慮しながら、専門機関との連
携を進めて参ります。 

教職員 92 ◎ 

12 開かれた学校 

保護者 
98 
 

◎ 

ホームページの更新が少ないとのご指摘をい
ただきました。 
・特定の担当者だけが更新するのではなく、
複数の教員がデータの収集や作成を担当す
ることで、定期的かつ多角的な視点でＨＰ
の作成に取り組みます。 

・学校公開、かいの木コンサートにつきまし
ては高い評価をいただきました。 

・学校行事の速報写真館は好評をいただいて
おります。 

・学校の写真データの試験的なダウンロード
につきましては、賛否両論でした。肖像権
やプライバシー保護の点からも留意して検
討して参ります。 

メール配信は効果的だが、もう１日早いと助
かる。緊急度の高いメールと事務連絡の区別
をしてほしいとのご意見がありました。 
・さっそく実施していきます。 
学校公開の意図は何か明確にすると参観にし
た意味があるというご意見を頂きました。 
・授業参観、学校公開、行事等、学級の雰囲
気、児童の成長、学校の授業のスタイルな
ど学期ごとに見てほしいところを、案内文
書等に提示していきます。 

アンケートに答えられない項目がある。答え
えられないということは項目が適切でない
か、保護者に情報が届いていないことになる。 
・本年度アンケート項目を改訂しましたが、
さらに分かりやすい、測定可能なアンケー
ト項目にしていきます。 

・学校の取組を、ホームページ、メール、学
校便り、学級懇談会等を通して、アンケー
ト項目関わる内容をお伝えしていきます。 

教職員 90 ◎ 

 アンケートの中に多くの激励と感謝の言葉を頂いたことに、厚く御礼申し

上げます。 また、アンケートにご記入いただいたことを謙虚に受け止め、

これからの学校運営に生かして参ります。 

 お忙しい中、アンケートへのご協力ありがとうございました。 

                   高野台小学校長  佐藤 茂 


