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平成２７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応じてくれる 
 
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、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

う項目です。数値は 67％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 68％、

「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」が 69％、と低い数値でした。   

これら３項目は、昨年度アンケート集計より３～７ポイント上昇しているものの、本校の大きな

課題だと受け止めています。 

お子さんの学校生活の安全と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」授業づくりをさらに推し進め、安全で楽しく、信頼関係が育まれる環境の中での

学力向上に努力したいと考えています。 
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学校の危機管理においては、月１回全教職員で校内の安全点検を実施しています。また、警察署

の指導のもと、児童向けと教職員向けの不審者侵入対応訓練を実施しています。子どもたちの安全

を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 81 名（11%）い

ました。低学年では 18％、高学年では 4％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」という回答が昨年度よりも３ポイント上昇していますが、56％で最も低い数値でした。 

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 77％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】 

・学期中に××までできるように・・・など、目標が分かるようにしてもらったうえで新学期が

始まると分かりやすいように思う。 

・ノートはもっと安いのがあるので個人で買って用意したい。 

・算数の分割授業は、尐人数で分かりやすいと子どもが話してくれました。 

・夏休みや冬休みのドリル、テスト等、先生方が自分で作れるのものは、印刷したりしてもっと

安く作ってほしい。 

・子どもとのつながりを持てる宿題（お手伝い日記）はすごく助かるし、子どもとのコミュニケ

ーションができて、良かったです。家庭内、家族で関われる宿題はとてもよかったです。 

・例えば参観のさい、教室内の掲示物が各クラスバラバラであったり、決めごとが違っていたり

すると、各クラスで学習の進度や活動が違うのかと不安に感じてしまいます。せめて、学年か

らのおたよりなどで、１ヶ月の各教科での学習予定をお知らせいただけますと、家庭学習のサ

ポートがしやすいです。 

・宿題の問題が間違っていることがある。 

・土曜日が休みの分、勉強時間が尐ないからか、宿題が多すぎる。学校で勉強しているので、帰

ってきたら遊びに取り組むようにしたい。 
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【行事など】 

・次月の予定や遠足の持ち物など、連絡をもう尐し早く欲しい。 

・先月の音楽会で、早くから並んだが、体育館への移動のさい、列が乱れ並んだ意味がなくなり

ました。順番に入場していく等の配慮がほしい。（保護者のモラルの問題もあると思いますが。） 

・音楽会も素晴らしい取り組みだとは思いますが、普段の参観日をもう尐し増やしてほしい。（ク

ラスや学校での様子が分からない・・・。） 

・日常の子どもたちの学校生活が見られるような学習参観（通常の参観のようにあらたまった参

観ではなく、１週間自由に見に行けるような形式の参観）があれば、本当の日常の子どものリ

アルな様子が見られると思います。検討していただきたい。 

・今回４年生の太鼓の取り組みや音楽会参加は、とてもよかったと思います。達成感を味わい、

協調性も皆手に入れることができたのではと思いました。よい取り組みだと思います。 

 

【生活指導面】 

・居残りも必要だと思いますが、遅くまで残ると帰りが心配なので、４時までには学校を出られ

るようにお願いしたいです。 

・上靴の汚れがびっくりする程、汚いです。それだけ学校の廊下や教室が汚いということだと思

います。そうじ面ではそうなっているのか？いつも疑問に思う点ではあります。 

・もしいじめがあった時・・・どのように対応するのか、おたよりで知ることができたら安心で

きるかもしれません。いじめの窓口はあるのですか？子どもがもし不安になった時に、安心で

きる窓口のような場所があるといいなと思います。 

・靴かくしがよくあったみたいで、その時に先生がきちんと問題解決できるようにお話ししたと

聞いています。人が嫌だと思う事をしてはいけないと常々話しています。 

・靴かくしが多いようですが、その対応はどうしているのでしょうか。犯人を探せとは言ってい

ません。隠された側の気持ちを考え、カメラを置くなどの対応をするべきだと思います。 

・クラスの一部の子どもが授業中さわいだからという理由で、クラス全体が居残りさせられるの

はどうかと思う。授業中騒ぐのは毎回同じ子だと聞きます。親を呼んで、親子面談の形で注意

すべきでは？学校でのことを親は知らないと思うので、親のためにもなると思います。懇談で

言われるだけでは、どれだけ周りが迷惑しているか、気付いてもらえないと思います。ひどい

ときは、親を呼びつけるべきです。 

・茶髪が目立つ。 

・人を叩いたりすることをもっと指導してもらいたい。叩かれたり、いやな思いをしたとき、さ

れた側に連絡くれるだけでなく、した側に連絡をしてもらいたい。された側ばかりだとバラン

スが悪い。 

・ご近所のことですが、高学年の子どもたちが住宅内の共有道路でボール遊び、野球等を行い、

他の家の敷地内に無断で立ち入り、帰り際には門扉を開けたまま立ち去る等（ボールを取りに

入った様子）マナーの悪さに頭を悩ませています。 

・登校班の目的、役割をもう尐し子ども達にきちんと説明し、理解をさせていただきたいです。

上級生（班長。副班長）に、安心して登校を仕切らせられない状況です。 
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・学校の帰りによく見かける行動は、後ろからおもいきりランドセルを引っ張り、後ろに転倒さ

せたり、後ろから蹴ったりと、高学年（？）のいきすぎた遊びが多いことと遊びが激しいため、

歩行中の人に迷惑をかけていること。もし可能なら先生も下校時に立ってほしいです。よい面

は、人なつっこい子が多く、誰にでもあいさつして話しかけてくれる子が多いです。あと、一

人で帰る子が尐ないので安心しました。 

・今の子どもたちの多くが元気に笑顔で挨拶ができる子が尐ないように感じ寂しく感じます。（小

さい声とか下を向いてとか）大声で笑うことが尐なくなったからだと聞いたことがあります。

一日１５分でも大声で楽しく笑う時間をつくっていただけたら、学校生活、一日のスタートに

できれば一日を楽しい気持ちで過ごせ、笑顔がたくさん見られるようになるのではと思います。 

 

【ＰＴＡ活動】 

・運動会の昼食、子どもだけ教室で食べるようにできないか。 

・親子交流会などあれば、保護者も他の子どもたちが認識できるので良いと思う。 

・バランス良く保護者が学校行事やＰＴＡに関わるようにしてほしい。よいことも悪いことも多

くの保護者が今の状況を把握しているのが望ましい。 

 

【その他】 

・子ども一人ひとりの気持ちを理解しようとはしていないと思う。子どもに対しては、業務的で

先生が自分のノルマをこなしているだけのように見える。 

・参観や行事で、来校者証をつけていなくても学校に入れてしまうのは危険だと思う。普段でも

郵便配達員が門を開けっぱなしで入っていたり、危機管理の面では尐し不安がある。 

・居残りがあるときは連絡してほしい。学校にいるのか、どこかに行ってしまったのか、毎日帰

ってくる時間に帰って来ないと心配です。 

・習い事があるから残れないと子どもが伝えても、「習い事より学校の方が大事や」と言われた

そうです。 

・子どもから学校での楽しい話は聞いたことがありません。いつ登校したくないと言われるか不

安です。子どもはいつも先生にびくびくしています。 

・子どもをしっかりしつけていただけるのは、とてもありがたく思いますが、子どもの話を聞く

限り、尐しやりすぎでは？と思う指導が時々あります。先生方はどこからが体罰になるという

認識があまいのでは？と疑問に思うことがあります。 

・安全に登下校（特に下校）できているか心配しています。子どもが校門を通った時に親の携帯

に通知が来るシステムを導入してほしいです。 

・先生方の中で、あいさつ、きびきびした態度など、社会モラルが欠けていらっしゃる方が何名

かいらっしゃって、とても残念な気持ちになりました。 

・児童クラブは楽しい！毎日（土曜日も）行きたいと！と言いますが、学校は違うようです。２

０人くらいしかいないクラスで生徒一人ひとりを見れないようでがっかりです。意見を書いた

ところで何も変わらないなら、このアンケート自体無意味だと思いますよ。太陽光パネルをつ

ける前に地震対策などしていただきたいです。 

・もっと先生方とのコミュニケーションを増やしてほしい。 

・写真ばかりの学級だよりは要らない。 
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・子どもによって対応がいろいろちがうので先生は大変と思いますが、話をよく聞いてもらえる

と子どもは安心すると思います。何かあった時（低学年は特に）すぐ教えてもらえると家庭で

も話し合えるので助かります。 

・ある小学校では、月に１度、保護者が１日の都合のよいタイミングで授業を見学できる日があ

るそうです。防犯上や授業の内容によっては難しいかもしれませんが、保護者と学校の距離が

近くなり、子どもたちの授業への取り組み方に良い効果があれば、導入してみてはいいので

は・・・。と思います。 

・今、共働きが増え学童の充実を願います。室内でゆったり過ごしたい子ども、外遊びで体をし

っかりと動かしたい子と、それぞれの思いがかなえられるよう運動場も学童の子どもたちが優

先で使用できたらいいなと思います。 

・放課後子ども教室を平日にしてほしい。 

・給食やお友達のことで多尐悩みはあるようですが、先生がよく相談にのって下さり、丁寧に電

話で連絡していただいているので、子どももがんばって通っています。親としてはこんなこと

でいちいち先生に言うのは？という思いもありますが、快く聞いて下さり、感謝しています。 

・他校に、諸小はセキュリティー面でゆるいと言われ、尐し防犯で心配になっています。 

・放課後１時間でもいいから校庭を子どもたちに開放してほしいです。放課後、ボール遊びや体

を思いっきり動かして遊ぶ場所が、あまりにもないです。学校なら親も尐しは安心なので・・・。 

・子どもたちの日々の活動を、通信（学級）でもうお尐し教えていただきたいです。また、以前

のホームページのような、自分の子ども達だけでなく、他学年の様子も教えていただけると、

学校の方針等がよく分かると思います。 

・子どもが学校では「あれも禁止」「これも禁止」と言っているので、しょうがないこととはわ

かりつつ、今の小学生は息苦しい生活を送っているなと感じます。安全やいじめ防止のために

必要があってのことだと思うので、普段から「なぜこれをしたらダメなのか」「なぜこれは禁

止なのか」を子どもたちが理解し、納得できるように話し合う機会をこれからも持ってほしい

と思います。 

・鉄棒の古くなっている部分が気になります。 

・学校の図書室の蔵書をもっと充実してほしいそうです。 

・裏門はひと気が尐なく、使用する子も尐なく、特に下校のときは外部から誰でも事由に入れる

状態です。不審者への対応ができていないように思います。もう尐し対応できないでしょうか。 

・校長先生がもっと子どもたちの近くに感じる存在でいてほしい。懇談（クラス全体等）の出席

率が悪いなといつも思う。 

・先生方であいさつのできない方がおられます。 

・３年生にカルビーの出前授業がありました。おやつの取り方などいろいろお話があったようで

すが、そもそもスナック菓子は体に良くない。理想的なおやつは別にあるという指導も、保健

の点から入れていただけたらなと思います。工場見学の代わりに出前授業がはやっているよう

ですが、どうせなら地元のレジェールや野崎小唄など作っている会社、また、がんばっている

大東市内の中小の工場がいいなと思います。 

・掃除用の雑巾は１ヶ月ごとに新しいものと取り換えて下さい。終わりの会はできるだけ３：４

５に終わらせて下さい。 

・体育館・プールの老朽化が目立ちます。 
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・子どもの口から問題のあるクラスメイトの話や楽しい授業、先生の余談等色々話してくれます

が、学級通信の発行があまりないので、もう尐し発行回数を増やしていただきたいです。 

・メールをもっと活用して、情報発信してほしい。感染症などの流行情報や登下校時のメールサ

ービスなどあれば助かります。 

・日々学校が楽しいと言っています。 

・女子の母です。今年の４年生は先生方が力強く引っ張っていって下さるので、安心で、子ども

の成長に目覚ましいものを感じることができました。娘の先生は”丁寧な字”にとても力を入

れて下さっています。その子なりの採点をして下さっているようで、この一年で見違える程の

字を書けるようになりうれしく思っています。 

・保護者にできることをもっと言ってくれたら、協力させてもらいます。どんどん言ってほしい

と思います。 

・最近不登校や別室登校の生徒が周りに増え、我が家の子どもも学校が尐しも楽しく感じられな

いと言いだすようになりました。以前は楽しく登校していたので学校の雰囲気が変わってきた

のかな？と尐し不安です。学級通信がほとんど出ないので、クラスの様子も分かりません。ど

うなっているのでしょうか。 

・ホームページで日常の様子などもアップしていただけると嬉しいです。 

・車で学校に来られた人か、門を閉めていないことがよくある。管理してくれる方がいないから

なのでは？子どもの安全のため、きちんと守るようにしてもらいたい。 

・台風などで警報が出ると、プリントで自己判断ですが、携帯メールで知らせてほしい。パソコ

ンのホームページに載せてくれますが、パソコンを持ってない人もいます。 

・裏門はひと気がなく、通る子（使用する子）も尐なく、特に下校のときは外部から誰でも自由

に入れる状態です。不審者がいつ入ってもおかしくないと思います。 

・クラスの様子が分かりにくいので、もっと参観日を増やしてほしい。授業中にうるさくする子

には、別室で授業をしてはどうか？（静かな教室で授業を受けた方が、集中して勉強すること

ができて、学力アップにもつながる。） 

・教室などでの同級生とのトラブルについて担任の先生は適切に対応して下さいますが、担任が

休みの時、代わりの先生は担任に報告もしていませんでした。先生同士の横のつながりがあん

まりできていないと思います。 

・学校で問題が起こったときは、きちんと保護者に報告してほしいです。 

・一部の先生が見た目で判断している方がいる。一人の子の話だけを聞き、話をする先生もいる。 

・通知表は前の学期と比較しにくく、見にくくなっているような気がします。以前の方が温かみ

があってよかったし、“通知票”という重みがあった。クリアファイルはプリントの延長のよ

うです。 

・先生は子どもへの指導をしっかりとやって下さっていると思います。家庭でしつけをするべき

こと（例えば人の嫌がることを言わない）を学校で注意していただくことが多いです。親も、

子どもをしっかりと見るべきだと思います。 

・いじめなどがあった際、いじめている側の心の状態（何らかのＳＯＳ）を探るよう努めていた

だきたいです。また、いじめられた側には全力で守っていただきたいです。いじめられた生徒

がいじめている生徒に対し、我慢の限界からやり返しをする場合はけんか両成敗とするのは誤
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りです。いじめられている生徒が傷を受けるだけでなく、いじめている生徒にはいじめは悪で

あるという認識をよわめてしまいます。 

・子どもが安全に遊べるよう改善していただきたいです。（例えば、つり輪に柔らかいものを巻

き付け、ケガの防止） 

・正門の安全が保たれていないように思います。侵入が安易なイメージ。 

 

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応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。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


