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平成２６年２月 

保護者の皆様 

大東市立諸福小学校 

校 長 澤 田 仁 孝 

 

「学校教育自己診断」の結果について 
 

平素は、本校教育活動並びにＰＴＡ活動の推進のため温かいご支援とご協力を賜り、心より感謝申

し上げます。さて、過日「学校教育自己診断」のアンケートを全家庭を対象にとらせていただきまし

た。実施に際しましては多数ご協力いただきありがとうございました。大変遅れましたが、その調査

結果がまとまりましたので、結果の概要等を報告させていただきます。 
 

＊ 「学校教育自己診断」は、児童や保護者の皆様の学校教育活動に対する評価を私たち教職員がしっか

りと受けとめ、教育の改善を図っていくために実施しているものです。 

＊ＡＢの数値の合計が７０％以上を「おおむね満足した学校生活を送っている。」と考えています。 

さらに８０％以上を目標にして取り組みを進めていきたいと考えています。   

○アンケートの回答内容     Ａ：よくあてはまる            Ｂ：ややあてはまる 

Ｃ：あまりあてはまらない      Ｄ：まったくあてはまらない 

 

Ⅰ 児童のアンケート結果（グラフ） 
＊グラフは、Ａ（よくあてはまる）とＢ（ややあてはまる）と回答した合計(％)のグラフです。 

 

１ 学校へ行くのが楽しい 
 

２ 授業はわかりやすい 

 

３ 先生や友達の話をしっかり聞いている 
 
４ むずかしい問題でもがんばってやろうとしている 

 
５  授業や学級会などで自分の考えを発表している 

 
６ 授業でわからないことについて、先生に質問しやすい 

   

７  体育や運動で苦しくても、最後までがんばっている 

 
８  先生は、学習であなたが努力したことをわかってく 

れて、ほめてくれる 

 
９ 先生は、いじめなどあなたがこまったり、なやんでいる 

  とき、助けてくれる 

 
10  あなたの気持ちをわかってくれる友達や人がいる 

 

11 あなたは、おうちの人に学校のことやクラスのこ 
とをよく話す 
 

12  休み時間、元気よく体を動かして遊んでいる 

 
13 学級や学年の行事、運動会などの学校行事は、楽しい 
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Ⅱ 保護者のアンケート結果【グラフ】   ４４８名の回答（約８０％の回答率） 

＊グラフは、Ａ（よくあてはまる）とＢ（ややあてはまる）と回答した合計(％)のグラフです。 

    
１ 学校は、教育方針をわかりやすく伝えている 
 
２ 学校は、お子さんの様子について家庭と連絡を取り合っている 
 
３ 学校は、学習の内容や進度等を懇談や通信でよく知らせている 
 
４ 学校は、豊かな心を持ち・自ら学び・たくましく生きる子どもを育て 

ようとしている。（本校のめざす子ども像です） 
 
５ 学校の雰囲気はよく、子どもたちは元気に生き生きとしている 
 
６  先生は、子どもの気持ちをよく理解してくれている 
 
７  子どもは、授業が楽しくわかりやすいと言っている 
 
８  子どもは、学校へ行くのが楽しいと言っている 
 
９  先生は、子どものことについての相談に適切に忚じてくれる 
 
10 「通知票」は、子どもの学力や達成度を適切に評価できるように 

工夫されている 
 
11 学校は、いじめや問題行動防止のために学校全体で取り組んでいる 
 
12  学校は、１人ひとりの子どもの基礎的な学力を伸ばそうとしている 
  
13  学校の出す文書・事務連絡等は適切である 
 
14  学校の施設・設備は学習環境面でほぼ満足できる 
 
15 学校の危機管理はできている 
 
①  家庭では、早寝早起き朝ごはんなどの生活習慣を心がけている 
 
②  家庭では、テレビやゲームの時間、携帯電話の使用法を決めている 
 
③  家庭では、社会のルールや学校のきまりを守るよう話している 
 
④  家庭では、あいさつや言葉遣いなどを注意している 
 
⑤  家庭では、親子で地域の活動や行事に参加している 
 
 
 
 
 

Ⅲ 保護者のアンケート結果【概要】    

アンケート回答のＡ（よくあてはまる）とＢ（ややあてはまる）の数値の合計が 70％以上の項目

については「おおむね学校に対して満足していただいている」と考え、80％以上を目標にして取り

組みを進めていきます。 

数値の低い項目は、「学校は、１人ひとりの子どもの基礎的な学力を伸ばそうとしている」とい

う項目です。数値は 62％と最も低い結果です。また、「学校の危機管理はできている」が 65％、

「学校は、いじめや問題行動防止のために学校全体で取り組んでいる」が 63％でした。   

まず、何よりもお子さんの学力向上への思いが強い結果だと受け止めています。本校が進めてい

る「学び合う」授業づくり（協同学習）をさらに推し進めていきたいと考えています。 

一方で、家庭における予習をはじめ、復習等家庭学習の定着も図っていかなければならないと考

えます。ご協力のほどよろしくお願いします。学校の危機管理においても、月１回全教職員で校内

の安全点検を実施していますが、日常的に意識しながら、さらに強力に進めていきたいと考えてい
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ます。また「学校は、いじめや問題行動防止のために学校全体で取り組んでいる」という項目にお

いては、この２学期児童にアンケート調査を実施しました。その中で「今もいじめられている」と

回答した児童が 87名（12%）いました。１年生では 34％、２年生から５年生は 10％弱、６年生で

は 1％の児童が「今もいじめられている」と回答していました。「集団づくり」を推進し、認め合

える学年、学級を育成していくことが大切だと痛感しています。担任を中心として学校全体で取り

組みを進めているところです。 

子どもたちが落ち着いて安心して楽しく学校生活を送ることができるように学校としていじめ

や問題行動をなくす取り組みをさらに進めていかなければならないと考えます。そのためにも日頃

から子ども一人ひとりの行動をよく観察し、いじめの早期発見、早期指導を心がけた教育活動を進

めていきたいと考えます。 

なお、家庭生活に関わるアンケートの中で、⑤の項目「家庭では、親子で地域の活動や行事に参

加している」という回答が 53％で最も低い数値でした。昨年も 55％とほぼ同じ数字でした。 

諸福・新田地域の子ども会活動・行事やお祭りも盛んです。また、諸福中学校区地域教育協議会

主催でほぼ月１回開催している「クリーン＆ジョイフル」（地域清掃活動）や３月に行われます「ふ

れあいフェスタ」などの行事もあります。大いに参加して親子一緒に楽しんで下さい。 

また、「家庭では、テレビやゲームの時間、携帯電話の使用法を決めている」の項目で 76％の家

庭が何らかのルールを決めておられるようで安心しています。しかし、このルールも常に見直すこ

とが必要です。家族で機会を設けて話し合って下さい。よろしくお願いします。 

 

Ⅳ 保護者の意見欄より 
＊学校に対してのいろんな思いを書いていただきました。多数の方に記入していただきました。あ

りがとうございました。なお、類似した内容の意見については一つにまとめました。 

【学習面】 

・もっと子どもたちの笑顔が見られる授業にしてほしいです。 

・勉強の進度が早いと思う。また、ドリルなどの問題などの文章がわかりにくい。ひねった文章

が多い。 

・授業にならないクラスがあると聞きます。問題もそのクラスだけでなく、全体にも知らせてい

ただけたら現状を把握できると思います。学年で取り組むとよいのでは…。 

・学校で学んだことを、自宅で習慣づけて向上していきたいです。 

・学習内容や進行内容が本人の口答や宿題からしか分からず、家庭の方からも協力できる取り組

みをもっと入れてほしいです。 

・授業を受けるときに、準備物のない子がいるのが気になります。どんな理由があるとしても、

授業に支障が出ると思います。 

・授業で習っていない内容が宿題に出されています。分からなくて聞くために宿題を空白にして

いると宿題忘れの扱いにされるなど、先生の子どもへの指導方法に問題があると思います。 

【行事など】 

・行事の変更や時間等の連絡が遅いのでもっと早く知らせてほしい。 

・遠足とかあるときは、前日に持ち物などがのったビラがほしいです。ぴかぴかに表記されてい

ても、１ヶ月前とかになると分かりにくいです。 

・次月の予定（４時間授業）等を当月ではなく、前月に教えていただけると助かります。 
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【生活指導面】 

・登校班のことで・・・班を決めるとき（１年生が入るとき）家の場所と集合場所をきちんと確

認してほしい。人数が多すぎるのも困ります。連れていくのは６年生とはいえ、やっぱり子ど

もなので手にあまります。 

・登校班で登校することの意味を子どもたち一人ひとりが理解していないように思われます。高

学年になるにつれて、だらだら話をしながら、登校班そっちのけで、列を乱し、自分が楽しけ

れば何をしてもいいと思っているように見えます。 

・登校班で集合する時、子どもどうしの「おはよう」がない。大人から子どもたちに「おはよう」

と声かけしても、知らん顔で通り過ぎる子が多くいます。とてもさみしく感じます。 

・最近学校の帰り道に自転車を二人乗りして帰っている子どもたちをよく見かけます。学校での

注意をよろしくお願いします。 

・落書きが放置されている。学校のルールは全生徒平等に守らせてほしい。 

・給食室横の門を乗り越える３年生男児を見かけて注意したそうです。その時の許し難い態度、

厳しく指導して下さい。学校の塀を乗り越えるのは社会人として、あるまじき行為です。 

・金髪の子どもを数名見かけます。なぜ学校はその状況を容認しているか全く理解できません。

諸福小学校は何を指導しているのでしょう。その子も小学校のうちから許されていると、何で

もありと認識し、他の子どもたちにも悪影響が出ることが容易に想像できます。保護者側でで

きることがあれば協力するので、学校側も毅然とした対忚をお願いします。 

・小さい子に優しくするということができない子が多いように感じます。特に男の子。もっと交

流を増やしてほしいです。言葉のいじめや高学年の低学年に対する態度の注意をお願いします。 

・子どもたちがお年寄りと接する機会を増やすため、老人センター等と交流する機会があれば、

遊びを教えていただいたり、色々工夫することなど学べるのではないでしょうか。また、優し

い気持ちも育つのではないでしょうか。 

・子どもたちの言葉が人を傷つけるような言い方をする子が増えているように思います。言葉の

大切さ、重要さを学校全体としても指導いただきたい。人の痛みが分かる子ども指導をお願い

します。言葉のいじめや高学年の低学年に対する態度の注意をお願いします。 

【ＰＴＡ活動】 

・最近、ベルマークを集めるということをしなくなったのですが、みんなで集めて学校の備品を

買ったらいいと思います。また、バザーでリサイクルの服を受け付けてもらうことはできない

でしょうか。 

・高学年という大事な時期なのに、クラスがうるさく学校に行くのがいやだと言っています。担

任の先生がサポートしきれない時は、学校内でのサポート、保護者のサポートを事態が悪くな

る前に求めてほしいと思います。 

・家庭科のお手伝いで何度か行っていますが、うるさい状況にみんなが慣れていて前より尐しま

しなだけでＯＫと思っているように感じます。相変わらず立ち歩く子、廊下に出て遊んでいる

子、私たちの思っている学校風景、授業風景とは程遠いです。先生は学級通信をがんばって書

いてくれています。新人先生の力不足の部分をもっと学校でフォローしてあげないと、先生が

つぶれそうで心配です。 

・地区集会等参加してみたい気持ちはありますが、夜の７時～９時は８時には寝るので、子ども

をおいては参加できません。土曜日にあれば参加できるのになあ～といつも思っています。 
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【その他】 

・相談しても解決してもらえないことがありました。先生方は忙しいので忘れられて仕方がない

と心のどこかで半分あきらめてたのも事実なのですが・・・。 

・給食の品数が以前に比べ減ったように感じるのですが・・・。品物が高くなったからか、給食

の未払い等が負担になってきているのでしょうか。 

・砂場に猫がうんち等をしていて、「臭くて汚い」とよく子どもが言っていました。今は、きれ

いになっています。衛生面を考えて、今だけではなくこれからもきれいな砂場にしてあげてほ

しいです。 

・何かと取り残されている感じがするので、他の都道府県を参考にして、よりよい学校方針、教

育方針をしてほしい・・・。 

・２年生までは３５人学級で、授業参観の様子も落ち着いていていい感じなのですが、３年生に

なると１クラス減り、１学級あたりの人数が増え、先生も大変だと思います。３～６年生も３

５人学級が望ましいので、行政に働きかけるお手伝い（署名集めなど）は喜んでさせていただ

きます。 

・親が子供の前で、先生や学校を見下した言い方をしたりしないようにしています。 

・先生を敬えない生徒が多いように思います。授業中なのに騒いだり、教室を走り回る子がいた

りすると聞きました残念です。先生方の威厳回復を願っております。  

・下校時、裏門は人通りも尐なく暗い感じがする上に、周りに先生などもおらず、通る度に危な

いなと思います。案を考えるべきではないでしょうか。 

・子どものクラスや先生のことには答えられるのですが、学校全体の取り組み等になると、荒れ

ているクラスの話も聞こえてきたりで、答えることができません。 

・学校は建前と矛盾がありすぎて、このようなアンケートも子どもたちの学校生活に役立てられ

るのか疑問である。１００％は無理であるが、表面的なＡＢＣＤで結局無難な所に収まり、１

０年以上諸福小学校に通わせているが、常に聞こえてくる学校の問題点などは同じである。 

・学校で何かあったことを子どもから教えてもらう（聞く）形になるので「これは」ということ

があれば、ぜひ教えて下さい。子どもが都合の悪い事は話をしてくれないものでよろしくお願

いします。なければ構いません。学校にお任せしている立場で良いのか考えさせられます。も

っと学校に協力できるよう努力できればと思います。 

・小学校は安全で安心して子どもをあずけられる場ではなくなってきているように思います。個

別にはとてもがんばって子どもたちと向き合っておられる先生もいらっしゃいますが、学級の

一体感やまとまっている感じがありません。協力したくても、学校側から拒否されているよう

に感じます。 

・メールを登録していない家庭に向けて、配慮していただきたいです。 

・今の世の中、先生方も大変だと思います。でも、信頼しています。 

・家で早寝早起き朝ごはん、テレビ、ゲーム、携帯の使用法など決まりを決めているが、現状は

思い通りに行動出来ていません。 

・他の学校に比べて、学習環境がとても良いので、子どもを安心して通わせることができて、大

変感謝しております。 

・先生の人数の増員をすべきだと思う。相談窓口を分かりやすくしてもらいたい。アンケートや

聞き取り等はどんどん協力していきます。学校全体が良くなることを願っています。 
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・体育館を利用した時に、ステージや倉庫等ほこりだらけでちょっとびっくりしました。掃除は

心もきれいにしてくれるので、大切だと思います。 

・通知表がパソコンのコメントになって、とても冷たいものに感じます。字の大きさも大きく、

伝えようとする気持ちが尐なくなったのだと思いました。残念です。 

・通知表は５段階評価の方が分かりやすいのではないでしょうか。 

・もう尐し学校だよりを出してほしいと思います。１年生なので、学校の様子がわかるような簡

単なものでいいのでお願いします。 

・放課後も電話がつながるようにしてほしい。ずっと話し中で困ったことがありました。 

・学校までの通学路全てに信号をつけてもらいたい。（子どもが分かりやすい信号）メロディー

ハイムのすぐ横の道路に信号がなくて、すごく危ないです。 

 

 

Ⅴ 最後に    
  保護者の方々から「より楽しい学校」にするための多くの意見をいただきました。ありがとうご

ざいました。 

  本校の教育活動に対してさまざまな角度からいろいろな思いをいただきました。学校への協力を

申し出て下さった意見もあり、とても勇気づけられ、元気が出ました。ありがとうございました。  

一方で、生徒指導など教師の子どもへのかかわり方についていろいろと考えさせられる意見が多く

ありました。今後の学級経営、学校経営に活かしていきたいと考えています。 

なお、いただきました意見につきましては、さまざまな角度からですので、個々のコメントは避

けさせていただきます。 

学校協議会等でこの調査結果を示させていただき、ご助言・ご指導をいただこうと考えておりま

す。それらの結果を十分参考にしながら、子ども一人ひとりの状況に忚じた教育活動を展開してい

きますので、今後ともなお一層のご理解・ご支援をお願いします。 

児童の意見につきましては、学校生活に関する内容が多くありました。その中でも「けんかをし

ない」や「いじめをなくす」が多く、その他にも「困っている子がいたら声をかけ合おう」など学

校生活を楽しく送っていきたいという内容のものが多く出されていました。いじめについては、11

月にとったアンケートの結果を深刻に受け止め、自分のクラスを再度点検し、いじめについて悩ん

でいる児童についてはしっかり話を聞き、解決していくよう確認しました。また他の児童において

も、日常の姿、様子をしっかり把握していくことも全教職員で確認しました。全児童にとって楽し

い学級、学校、安心して生活できる学級、学校づくりをより一層進めていかなければならないと考

えています。 
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校内のみ配付 

 

≪参考≫ 児童アンケート結果より 
グラフにあるように、70％を超えている項目が13項目中10項目あり、まずまず学校生活を楽し

く過ごしているととらえている。ただ、「授業や学級会などで自分の考えを発表している」や「授

業でわからないことについて先生に質問しやすい」と回答している児童が全体の55％（昨年度

53％）、57％（昨年度64％）と、昨年度同様両項目とも低い数値を示している。今、学校で進め

ている「学び合う」授業づくり（協同学習）をよりいっそう進め、自分の意見をしっかり発表で

きるコミュニケ－ション能力の育成をさらに進めていかなければならないと感じている。授業に

おいて、さらに「わかる授業」「楽しい授業」を目指して、取り組みを進めていきたい。児童と

児童、児童と教師がお互いに学び合える環境づくりをより一層しっかり作りあげていくことが必

要である。授業中質問しやすい雰囲気をつくり出すためにも、日常的な教師と児童との信頼関係

づくりを進めていく必要もある。また、学級会などで自分の考えや意見を言える学級、学年の仲

間づくりの必要性も感じている。 

「休み時間、元気よく体を動かして遊んでいる」の項目も 63％（昨年度 66％）と昨年同様低

い結果が出ている。学級全員が参加しての「みんな遊び」の取り組みなどをより頻繁に実施し、

運動場に出て思いっきり遊ぶ習慣をつけていきたい。 

 

★児童の意見欄より 

【学校生活全般】 

  ・遊具をもっとふやしてほしい。遊びをふやす。外で元気よく遊ぶ。 

  ・中庭で縄跳びをできるようにしてほしい。 

  ・○年○組の頑張ったことの書いている表とかあれば、もっと楽しくなるかもしれない。 

  ・休み時間を増やしてほしい。   

  ・一緒にいて楽しい友だちを作る。   

  ・困っている子がいたら、声をかける。 

  ・中庭に生き物や植物を植えたらいいと思う。   

  ・廊下を温かくする。 

・明るい学校にすればいいと思う。 

【生活指導面】 

・暴れないようにする。いじめやケンカのないクラスがいい。 

・決まりをなくした方がいい。ジュースを持ってきたい。 

・あいさつ運動を続けたらいいと思う。 

・登校班の班長が来るのが遅い。 

・廊下を走らない。友だちをバカにしない。 

・クラスで２～４人廊下に立って、走ったり、けんかしたりしている人を注意する係を作る。 

・学校のきまりを先生も子どもも守るようにする。 

 【学習など】  

・タブレットで授業したい。教科書もかさばらないし、意見もタブレットならクラスの人全員に

送信したら、恥ずかしくもないし、自習勉も簡単にできると思う。分からないとこもすぐに調
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べられるから、タブレット授業が良いと思います。 

・名前磁石を発表したら移動させるようにして、最後尐なくなったらその人を当てたらいい。 

  ・実験を多くしてほしい。 

  ・合同体育が増えてほしい。 

・勉強で理解すると楽しくなる。 

・もう尐し先生が授業の時にわかりやすく話してほしい。 

・生徒達が話す無駄な時間の間に、読書ではなく、プリントや漢字をした方が良いと思います。 

・みんなノートをちゃんと写すようにすればよい。 

 【行事など】  

  ・もっと行事を増やしてほしい。 

・大縄の大会などに出て、チームワークをよくしたらいい。 

・兄弟学級交流会のように他の学年と遊ぶ機会を増やせばいい。 

・１週間に１回ぐらい、グループワークをやったらいいと思う。 

・グループで社会見学などをしたらいいと思う。 

【その他】 

・ひいきがない先生になってほしい。 

・給食をバイキングにしてほしい。 

  ・職員室の前などに、この質問のように意見を入れる箱を作る。   

・週１回こんなふうにアンケート（いじめのアンケート）をとったらいいと思う。 

・先生にもうちょっと話を聞いてほしい。 

  ・席替えの時、先生に決められるのはいや。 

・給食大盛りがいい。 

 


