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文責 藤原 敬三 

学校評価アンケートの結果と傾向  

 

 

 

 

 

 

令和４年（２０２２年）、あけましておめでと

うございます。今日から３学期がスタートしま

した。最も短い学期ですが、１年間のしめくく

りの学期でもあります。始業式では、３学期を

充実したものにするために大切にして欲しい

ことを２つ話しました。 

１つ目は、旭っ子全員に取り組んでほしいこ

ととして、「あいさつ」「グッドディード（人の

役に立つ善い行い）」の２つを取り上げました。

「あいさつ」では、高学年も「自分から」「聞こ

える声」で友達や先生だけでなくお客さんにも

できるように、「グッドディード」では、学校だ

けでなく家庭でも善い行いができるようにな

ってほしいと伝えました。 

２つ目は、校訓「練磨（努力しよう）」「創造

（考えよう）」「敬愛（仲よくしよう）」から、し

めくくりの３学期に、今の学年で「やりとげた

いこと」を決め、それを目標にして取り組んで

ほしいと話しました。 

３学期も、旭っ子一人一人が伸び伸びと成長

することを願っています。 

 

 

旭小学校の職員会議で、私（藤原）から、教

職員に「地域や保護者の皆様から『スイミー』

に見えるように、子供を育てる方法や手立てを

教職員間で共有して取り組みましょう」と伝え

ました。スイミーとは、２年生の国語で学習す

る物語で、「仲間と協力すること、自分の特徴を

活かすこと、怯えることなく向かっていく勇気」

などを学ぶ教材です。 

令和５年４月の義務 

教育学校化を控え、子 

供一人一人の成長のた 

めに、地域の皆様、保 

護者の皆様と力を合わせ、一歩一歩前に進みた

いと考えています。 

 

 

 

１２月に、児童（76名回答）及び保護者（43

家庭回答）を対象にした学校評価アンケート

（無記名式）を実施しました。各項目の肯定的

回答の割合と傾向を紹介します。 
※「Ａ当てはまる」「Ｂどちらかといえば当てはまる」「Ｃどちら
かと言えば当てはまらない」「Ｄ当てはまらない」から選択（Ａ
Ｂの合計が肯定的回答） 
※児童アンケートの上段の数字は、７月期の肯定的回答です。 
※児童と保護者で関連している項目を番号で示しています。 

・確かな学力・  

■児童 
質問内容 肯定的回答 

めあてを見てどんなことがわかったりでき
たりしたらよいか考えて学習している 

90％→ 
８６％ 

➊自分の考えをノートに書いたり話の順番
や話し方などを工夫し発表したりしている 

82％→ 
７４％ 

話合いで、自分の考えを深めたり、広げたり
することができている 

82％→ 
７４％ 

➋各学年のめやすの時間で宿題や自主学習
をしている（自主学習は３年以上） 

82％→ 
８４％ 

➌家庭で読書をしている 87％→ 
８７％ 

➍授業で、タブレットを使って学習している 71％→
９６％ 

■保護者 
子供は、授業がよくわかると言っている ９１％ 
➊子供は、授業中に自分の考えを書いたり発
表したりしている（参観日等で） 

８１％ 

➋子供は、各学年の目安の時間で宿題や自主
学習をしている 

７４％ 

➌子供は、家庭で読書をしている（１日３０
分以上） 

４５％ 

➍子供は、授業でタブレットやデジタル教科
書を使っている 

８８％ 

・豊かな心・ 

■児童 
➎生活をよくするために話し合い、たがいの
意見を生かして解決方法を決めている 

83％→ 
７６％ 

➏友達や先生、お客さんに自分からあいさつ
をしている。 

91％→
９１％ 

➐人が困っているときには、進んで助けるな
ど、人の役に立つよい行いをしている 

88％→ 
７９％ 

■保護者 

➎子供は、学級生活をよりよくするために話
し合い、解決方法を考えている。 

８８％ 

➏子供は、学校、家庭、地域で、自分からあ
いさつをしている。  

７６％ 

➐子供は、人が困っているときに進んで助け
るなど、人の役に立つ善い行いをしている。 

８８％ 

スイミーのような教職員に！ 

月 １  



・健やかな体・ 

■児童 
質問内容 肯定的回答 

➑天気のよい日は、毎朝、運動場や中庭で遊
んでいる。 

90％→ 
８８％ 

➒ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾄﾛｰﾙ週間では、テレビやゲームな
どのメディアの時間を守っている 

84％→ 
７６％ 

■保護者 
➑子供は、体育授業や休み時間などに、進ん
で運動している。 

８３％ 

➒子供は、ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾄﾛｰﾙ週間では、計画を立て
て、時間を有効に使っている。 

７１％ 

・特色ある教育（郷土学習、英語教育）・ 

■児童 
総合的な学習の時間で、ふるさと旭や社会を
よくするために自分に何ができるか考えて
いる（３年以上） 

82％→ 
８９％ 

旭地域のよさについて，外国の人にもっと知
ってもらいたい 

86％→ 
８８％ 

英語で、自分の考えや気持ちなどを書いた
り、話したりすることが楽しい 

77％→ 
７３％ 

■保護者 
学校は、特色ある教育活動（郷土学習、英語
教育等）に取り組んでいる 

９０％ 

・その他・ 

■保護者 
学校は、子どものよさや努力を認めてくれて
いる 

８６％ 

学校は、子どもの言葉遣いや行動を適切に指
導してくれる 

９０％ 

学校は、いじめの未然防止に努め、なくすよ
うに努力している 

９０％ 

子どもは、学校へ行くのが楽しいと言ってい
る 

９１％ 

・傾向・ 

児童アンケート 

 全体的に肯定的回答が多く、郷土学習やタブ
レットを使った学習では、多くの児童が手応え
を感じていることがわかります。 

一方で、７月期と比べ、授業での話合いや書
いたり発表したりする活動で肯定的回答が下
がっています。これらの多くは、学校全体で重
点的に取り組んでいるもので、観察では、どの
学年も１学期より話合いや発表などが活発に
なっています。しかし、子供たちが十分に実感
できていないことが課題です。 
グッドディード（人の役に立つ善い行い）の

肯定的回答が下がったのは、取組の実施期間が、
１学期と比べて短かったことが影響している
と思われます。 

保護者アンケート 
全体的に肯定的な回答をいただきました。し

かし、宿題や読書、あいさつは、子供との間に
ギャップがあります。今後、家庭と学校が子供
の課題を共有し、改善に向けて取り組むことが

必要です。また、記述欄にご記入いただいたご
意見は、改善の参考にさせていただきます。 
学校評価アンケート結果の詳細は、２月１８日

（金）の学級懇談でご覧いただく予定です。 

 
 
「旭っ子が描いた夢」が広報誌の表紙に！ 
 広報みさき１月号の表紙に、５年生と６年生
が描いた絵が掲載されます。いずれの学年も、
子供たちがこれからの旭のまちづくり（棚田の
発展、空き家や統合後の校舎活用等）について
考えた近未来の旭を表現しています。 

今後の予定（～R４.２／８） 
日 曜 主 な 行 事 等 

１２ 水 給食開始、短縮④ 

１３ 木 身体測定、桜湖焼体験（６年） 

１４ 金 身体測定 

１７ 月 
児童朝礼（作文発表） 
英検Ｊｒ.（３年～６年） 

１８ 火 委員会活動、教職員あいさつ運動 

２１ 金 
旭中学校入学説明会 
中学生体験（６年） 

２４ 月 PTA三役会（19:00～） 

２５ 火 
集金、クラブ活動、 
クラブ見学(３年・６校時) 

２６ 水 昔あそび集会（１・２年） 

２７ 木 教育相談日 

２／１ 火 代表委員会 

２ 水 英語集会 

４ 金 コサージュ制作（５年） 

７ 月 児童朝礼 

８ 火 教職員あいさつ運動、委員会活動 

※新型コロナウイルスの状況により、予定を変更
したり取りやめたりする場合があります。 

３学期の主な行事（予定） 
■新１年体験入学・入学説明会 ２月１５日(火) 
■お弁当の日 ２月２１日（月） 
■メディアコントロール週間 ２月２１日(月)～ 
■きりん組小学生体験 ２月２４日(木) 
■英語集会  ２月２日（水）１０：４５～ 
  内容：学習した英語を、ＡＬＴや大学生の前 

で発表します。 
■参観日 ２月１８日（金） 
  １・２年 授業 8:50～  懇談 9:45～ 
  ３・４年 授業 10:45～ 懇談 11:40～ 
  ５・６年  授業 13:50～ 懇談 14:45～ 
■６年生を送る会    ２月２５日（金） 
■卒業式（全学年出席） ３月１８日（金） 
■修了式（１～５年）  ３月２５日（金） 

 
旭小 トピックニュース 


