
令和３年度保護者アンケートの結果

質 　問 　内 　容

1
お子さんは，地域や家庭で元気なあいさつを

行っている。

2
お子さんは，進んで体を動かしたり，元気に

遊んだりしている。

3
お子さんは，読書する習慣が身についてい

る。
※R1（54）

4
お子さんは，早寝早起き・朝ご飯など生活リ

ズムを整えようとしている。

5
お子さんは，進んで家庭学習に取り組んでい

る。
※R1（65）

6 お子さんは，学校に楽しく通っている。

7
お子さんは，基礎的な学力が身についてい

る。
※R1（78）

8
お子さんは，わかるまで話を聞いたり，自分

から進んで話したりしようとしている。

9 お子さんは，授業がわかると言っている。

10
お子さんは，心豊かで，思いやりのある子ど

もに育っている。

11
お子さんの社会的マナーや交通ルールを守ろ

うとする意識は高まっている。

12
学校は，子どもたちに力を付けるために学習

や活動の場を工夫したり、ICT機器の活用をし
たりしている。

13
学校は，子どものよさや可能性を引き出し，

粘り強く取り組ませるようにしている。

14
学校は，お子さんの相談にのったり，適切に

支援したりしている。

15
外部の方を先生としてお招きしたり，地域を活動の

場としたりすることで，豊かな教育活動が展開され

ていると感じている。

16
学校だより・学年だより・通知表などを通し

て，学校の様子が伝わっている。

17
学校は，子どもの安全管理について，対策を

図っている。

18
学校は，明るく清潔であり，学校内外の環境

が整備されている。

R3 R2 R1 （人）

1 相手の気持ちを思いやる心 37 30 34 １５％以上の増加

2 困難にくじけない我慢強さ 59 40 36

3 しっかりした学力 40 30 30 ↑ １０％以上の増加

4 自分の考えをはっきり言える表現力 54 38 43

5 自分で進んでやれる自主性 39 23 32 ↓ １０％以上の減少

6 運動能力や体力 13 10 7

7 社会規範や公衆道徳 22 3 8

8 身の安全を守る力 29 8 21

9 その他 2 0 1

【R3】（％） 【R2】（％）

肯定的割合(A+B) 肯定的割合(A+B)
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令和３年度 保護者アンケートから 
 

 今年度は、コロナ禍の中、『新しい生活様式』を実践する年となりました。「子供の自立

と共生」を目指して、感染拡大防止を常に念頭に置きながら、実施可能な学校行事･教育活

動の在り方を工夫しながら取り組んで参りました。中止を余儀なくされた行事や活動もあ

りましたが、保護者の皆様のご理解とご協力のおかげで実施できたものも昨年度より増え

ました。また、本年度も交通事故等がなく、子供たちは元気に学校生活を送ることができ

ました。日頃から様々な場面で保護者の皆様にご協力をいただき感謝申しあげます。 
  
【お子さんについて】 アンケート項目１ ～１１ 

８０％以上の肯定的な評価を、11問中７問にいただきました。                    
○ １「元気な挨拶を行っている(94%)」 
   教職員のアンケートや児童アンケートでも、高い評価でした。学校は 3 年生のプログラミ

ング学習で作った元気の良い挨拶の声が朝から響いています。子供たちも顔を合わせると、

自分から声をかける場面が増えてきました。「名前を付けてあいさつをしよう」「相手に聞こ

える声で挨拶を言おう」といった、よりレベルアップした挨拶を児童会でも取り組んでいま

す。ご家庭ならではの挨拶（おやすみなさい、行ってきます、ただいま……）も習慣化でき

るよう今後もお声がけお願いします。 
○ １１「社会的なルールやマナーを守っている(97%)」 
   挨拶などについては、地域の皆様からも機会あるごとお褒めの言葉をいただきます。また、

交通事故もなく過ごすことができ、落ち着いた一年を過ごせそうです。しかし地域の皆様か

ら、「下校時の歩き方が危ない」「公園にゴミを置いたまま帰っていた」「勝手に家の敷地内を

通っていた」などの情報も寄せられています。機会をとらえて全体・個別指導を重ねていま

す。自分の「当たり前」ではなく、社会の常識や規範を守りながら生活してこそ、学校や地

区のみんなが気持ちよく過ごせることを意識させていきます。 
 
● ３「読書する習慣が身についている。(68%)」（R2 64％ R１ 54％）  

 例年低い結果となっている項目です。本校では週の一番初めの活動は「読書タイム」を設

定して、落ち着いて一週間をスタートできるようにしています。また学習では時間差の活動

で早く終わった人は読書をして過ごす姿も見られます。今年から図書の新しい本を購入する

際には、たくさんの本の中から子供たちが実物を手に取り、人気の高いものを購入する「展

示会」も実施しました。しかし一人当たりの貸出冊数が少なくなっている現状です。子供た

ちの「やりたいこと」の優先順位上位になかなか「読書」がきていないことがわかります。1
月より保護者の方を中心に「読み聞かせボランティア」を募集し、まず、本に親しませる環

境を整えていく予定です。ご協力よろしくお願いします。   
● ５「進んで家庭学習を行う(67.7%)」（R2 75%   R1  65%）  

    教職員アンケートでも 66％と保護者の皆様と同意見で低い数値と 
なりました。児童アンケートでは 85.5％でした。学校では家庭での取 
り組む経過ではなく、取り組んだ結果を見取ることしか出来ませんが、取り組むための目安 
の時間を提示し、家庭学習の計画を立てる「はげみ学習」という時間を設定し「自分で考え、 
自分で取り組む」為の自立の場面を作っています。また、内容的な質をレベルアップするた 
めに、お互いの自主学習ノートを見合って、自分の取組みを見直している学年もあります。 
取り組む経過については、どうしても保護者の皆様のご協力が必要です。家庭での優先順位 
や約束の確認、また、家庭学習に取り組む場の環境など、お子さんと今一度話し合っていた 
だき、「やるべきことを、自分でやれる」ことを実感できるようご協力をお願いします。 

 

 

 



【学校について】  アンケート項目１２～１８                                 

すべての項目に 90％を超える 肯定的な評価をいただきました。            
 

○14「子供たちに力を付けるために学習や活動の場を工夫したり、ICT 機器の活用をし 
たりしている。(97％)」 

○15「子供の良さや可能性を引き出し、粘り強く取り組ませるようにしている。(95％)」 
学校では、子供たちの学びの成果を多様な場で表現させて、子供たち自身の満足度を高め、

さらに磨きをかけたり、自己を高めたりする取組みをすすめてきました。そのために、学習

したことを自分の生活の場に生かしたり、外部の施設での活動やコンテストへ挑戦したりし

ました。失敗も含めて経験することこそが子供たちの力につながると考え、自分たちで考え、

取り組む活動をこれからも大切にしていきます。 
 
○16「お子さんの相談にのったり、適切に支援したりしている。(95％)」  

子供たちの体や心についても各種診断結果から市教委専門スタッフや校医、カウンセラー

の助言をもとに個に応じた支援をすすめてきました。今年度より市から「すこやか支援員」

を配置していただき、特別支援学級や 1 年生の指導にきめ細やかな配慮ができる態勢となり

ました。これからも学習に落ち着いて取り組めるような支援や指導、子供同士のトラブル等、

担任を中心に全職員で対応して参ります。 
 

○17「外部の方を先生にお招きしたり、地域の活動の場としたりすることで、豊かな教

育活動が展開されている。(97％)」  
コロナ禍の中でも寺津地区から学び、郷土を愛する心を育むきっかけとして農作物の栽培

活動、各学年での「寺津発見学習」の取組みなどで地域や保護者の方々にお手伝いいただき

ました。また、地区の「いきいきサロン」で学習の成果を披露する機会もいただきました。

地区外からは、３D プリンター、ＩＣＴ活用、税金、そろばん指導、Zoom での取材など幅

広い関わりの中で学べる環境をつくりました。これらの学びの体験を通して、今後も子供自

身が「もっと知りたい。聞きたい。」と関心が高まるよう、子供の可能性を引き出していき

たいと考えています。 
 

 ○18「学校だより・HP・学年だより・通知表などを通して、学校の様子が伝わって 
くる。」（97％） 
本年度は HP にて昨年度からの「学年の部屋」に加え、「寺津小ブログ」を毎日更新して

教育活動の様子をお伝えしてきました。日々の学習の様子だけでなく、各学年の校外学習で

は、引率者と連携して写真を掲載し、「その日のことは、その日のうちに」お子さんの様子

をより詳しく伝えられるようにしました。 
 
【身につけてほしい力について】                            

・ 「困難にくじけない我慢強さ」の項目が第１位でした。 
アンケート１５の「子供の良さや可能性を引き出し、粘り強く取り組ませるようにして

いる」に通じるものがあるかと思われます。普段の授業の中でもお互いの考えを交流する

場面をこれからもできるだけ設定し、対話を通して課題を解決していく中で、常に課題を

「自分事」として捉え、失敗も体験させながら、あきらめずに何度も立ち向かっていける

ような力をつけられるように授業改善に取り組んでいきます。「問いかける」ことを意識し、

自分で考え判断し、学習を組み立てていけるように取り組み、これからの社会で必要とさ

れる「プログラミング的思考」の素地を身につけさせていきます。また僅差で「自分の考

えをはっきり言える表現力」が第 2位でした。自分ファイルをはじめとした振り返り、授

業での話し合いを中心に、「相手に伝わる表現」を意識しながら、助言・指導していきます。 
 



【学校の良かったところ ご要望･ご意見について】記述部分から                                  

１良かったところ  

 

☆ 行事関連 ☆ 

◎ コロナ禍の中、運動やフリー参観など、行事を開催していただけてよかったです。 

◎ コロナ禍の中でも感染対策を最大限に考え学校行事を行ったこと。 

◎ コロナ対策を講じながら運動会や学習発表会を等実施していただき、子供たちの様子を

見ることができて良かったです。 

◎ 旅行会社に頼らない修学旅行がとても良かった。子供がひと回り大きく成長して帰って

来た様でした！他の学校では出来ない修学旅行を体験出来て良かった 

 

☆ 学習活動 ☆ 

◎ コロナ禍でも、地域交流を大切にし、干柿作りを継続や、寺津人形などの継承文化の取

組み。 

◎ 地域の方や先生方のご協力があり、素晴らしい寺津手人形の発表になったと思います。

ありがとうございました。 

◎ 農業部二年目 来年は集大成としてやり遂げてほしいです。コロナ対策をしながらも、大

根を育て販売をした事。 

◎ 学校での野菜作りは楽しかったようです。 

 

☆ 学習環境 ☆ 

◎ 1年生にサポートの先生がいて、学習や生活の面で 2人体制で対応してもらっているこ

とが凄くよかったです。支援員の先生の配置のおかげでより生徒の指導ができている。

支援員の先生の配置は助かります。 

◎ タブレットを活用しているところ 

 

☆ 子供の様子から ☆ 

  ◎ お陰様で安心して学校に行けています。   

◎ 息子は現在､担任の先生や支援の先生を大変信頼しており安心して学校生活を送ってい

ます。変化に弱く難しい所もあるので現状を維持して頂けるとありがたいです。 

 

☆ 情報発信 ☆ 

◎ ホームページで毎日の様子が更新されるので、学校に行く機会がなかなかありませんが

日々の様子を感じることができて嬉しいです。 

◎ ブログで学校での様子がわかり閲覧するのが楽しみの一つです。 

 

☆ その他 ☆ 

◎ 新聞やテレビ等のメディアで記事を多く取り上げられている事 

◎ 通学班できちんと並んで行く姿が素晴らしいなーと思って見ています。（他の小学校は

バラバラになっているところがあるので。） 

◎ １年生からお世話になっている先生ともずっと何らかの形で交流出来ているのが嬉しい

です。 出来れば卒業まで見届けてほしいです。 

 

 

 

 



２ 要 望 

■ 学校の内ズックの汚れが凄く、校内が汚いからなのかなと思ってしまいます。 また、

長女だけなのかもしれませんが... 

 ⇒教育課程の工夫のため本校の掃除は週に 3 回となっています。その時間により丁寧に取

り組み、きれいに保つことのできるよう、指導を重ねていきます。 

 

■ 給食着や体育着の持ち帰りが週に 1回ではなく 2週間に 1回の時があり衛生的にどうな

のかな？と思いました。 

 ⇒季節や使用頻度によって、持ち帰りの期間が異なる場合もあります。衛生面にも配慮し、

各学年で持ち帰る期間を決めています。給食着は毎週持ち帰るようにしていますが、持

ち帰りを忘れないように重ねて声がけをしていきます。 

 

■ 少人数ならではの小グループができてしまい、子供の中の小さな問題が多くなっている

こと、言葉遣い等での子供間のトラブルが多い事等がよく聞こえてきます。相手の身に

なって…や言葉遣い、態度などの道徳教育に力を入れていただければと思います。 

⇒日常的に子供同士の人間関係や言葉遣い･態度に注意しながら指導にあたっています。

また、いじめアンケート実施月だけでなく、必要に応じて面談や聞き取りも実施し、週

に 1度の頻度で教職員間での情報共有の場も設定しています。「全職員で子供を育む」

意識をもって取り組んでおります。成長に応じて、変わっていく子供に、よりよい指導

ができるようご家庭と情報を共有しながら取り組んでいきます。 

 

■ 学習発表会の配信をできれば、Zoomより YouTubeのほうが良かった(一方通行のほうが

安心 ) 

 ⇒人員数・用具の問題等がありますので、検討していきます。 

 
■ アンケートに「よくわからない」を入れていただきたいです。把握できない内容もあり

ます。 

   ⇒より一層お子さんとコミュニケーションを図っていただき、可能な限り学校にも足を運

んでいただいて、少しでも近い回答を選んでいただければと思います。どうしても回答

できない場合は、空欄で提出してください。 
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69 名

A B C D

1 44.9 49.3 5.8 0.0

2 53.6 42.0 4.3 0.0

3 66.7 30.4 2.9 0.0

4 69.6 20.3 8.7 1.4

5 78.3 14.5 5.8 1.4

6 56.5 34.8 8.7 0.0

7 56.5 36.2 5.8 1.4

8 59.4 33.3 7.2 0.0

9 60.9 33.3 5.8 0.0

10 75.4 21.7 2.9 0.0

11 53.6 31.9 10.1 4.3

12 47.8 43.5 7.2 1.4

13 69.6 21.7 5.8 2.9

14 63.8 31.9 4.3 0.0

15 44.9 42.0 11.6 1.4

16 69.57 23.2 7.2 0.0

令和３年度 児童アンケート結果
【全校児童】

令和３年度 児童アンケート項目 全校児童

※計
単位：％

学習面や生活面で 何ごとも自分事として考えながら進んでチャレンジし、
「自分が大切にしたいことば」を意識しながら努力してきた。

「スマイルタイム」によって、学級目標に近づいてきている。

「はげみ学習」は、自分の力を高める取り組みになっている。

「朝読書」や「クラスタイム」は、自分の力を高める時間になっている。

学校生活に 楽しいことがある。

友だちや先生，ちいきの人にあったとき，進んであいさつしている。

思いやりの気もちを大切にして、友だちとかかわっている。

授業は 楽しい。

友だちの 考えを きいたり、質問したりして 授業が自分の力を高める時間に
なっている。

タブレットを使用する場面では、その便利さを感じたり、生かしたりしなが
ら学習してきた。

家庭での学習は、自分から 始められる。

どんな活動にも、自分事として、ねばり強く 取り組もうとした。

進んでからだを動かす遊びをしたり、授業でも元気いっぱい運動したりして
体力がついた。

学校行事やたてわり班活動では、めあてに向かって自分で考え行動し、他の
学年の人とも仲よく活動することができた。

「早ね・早起き・朝ご飯」を心がけ，毎日決まったリズムで生活することが
できた。

地域の人に教わったり、地域の学習をしたりすることで地域のことが前より
も分かった。
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児童アンケート結果・分析 令和３年度 

                

                           ※（ ）内は、全校のポイント 

１ 主に成果と思われること 

〇 タブレットを使用する場面では、その便利さを感じたり、生かしたりしながら学習してきた。 

（本年度 9.1、昨年度 8.9、一昨年 設問無しだったため数値は無し）  
 

… 昨年度新しくアンケートに取り入れた項目でした。昨年度のポイント数は 8.9、

本年度は 9.1 と、さらに 0.2 ポイント上がっています。しかも、全項目の中で最

も高いポイント数でした。 

ご承知のとおり、本校は平成 28 年度から天童市教育委員会より委嘱を受け、ICT 教育推進校とし

て、また、昨年度からは、山形県の ICT 教育拠点校として、ICT 機器を活用した授業実践に取り組

んできました。本年度の 11 月には、「山形県 ICT 活用による学習活動充実の推進事業 ICT 教育推

進拠点校研修会」もオンラインで実施し、沢山の先生方に成果を披露したところです。 

昨年度までは、ソフト･アプリとして「ロイロノートスクール」や「eライブラリアドバンス（Ａ

Ｉドリル）」、「ジャストスマイル」、プログラミング学習として「ＭＥＳＨ」や「Scratch」、「micro：

bit」等を活用してきましたが、本年度はさらに、学習者用デジタル教科書や Google 系のアプリで

ある「クラスルーム」や「Jamboard」、「ドキュメント」や「スライド」等が導入され、さらに学

習の幅が広がりました。これらの充実したソフトやアプリを、時と場に応じて活用してきたことが

功を奏し、この項目は、非常に高いポイント数になったようです。 

ICT 機器はあくまでも授業を支援する道具ですが、その長所を生かすことで、時間節約が図られ

たり、思考する上で補助的な役割を果したり、仲間の考えを即座に共有できたりと沢山の利点があ

ります。これからも ICT 機器や思考ツール等を普段使いし、対話的学びを生かした授業に励んでい

きたいと思います。 
 

〇 学校生活に楽しいことがある。 （本年度 9.0、昨年度 9.0、一昨年 9.1）  
 

… 質問項目の内 2番目にポイント数が高かった項目です。ここ 3年間の結果を見

ても、この項目は常に高い数値と言える項目でした。学校に対して「楽しみだ」と

いう期待をもって通学してきているというのは、本校教職員として最もうれしいこ

とであり、同時に保護者の方々も最も望まれていることの一つだと思います。 

今後とも子供たちが、毎日の生活の中で「学校は楽しい」、「自分は成長できてい

る」、「友だちや学級のために役に立っている」という手ごたえや自己有用感を日々もてるように、

教育課程の組み方や授業内容、活躍場面の設定等に関してさらに工夫を図っていきたいと思います。 
 

〇  「はげみ学習」は、自分の力を高める取り組みになっている。（本年度 8.9、昨年度 8.1、一昨年 7.8）  
 

… この項目は、ここ最近毎年ポイント数が徐々に上がってきており、さらに

1.1 ポイントも向上したのはこの項目だけです。そもそも「はげみ学習」とは、

学期初めの水曜日の放課後に行ってきた取り組みであり、家庭学習も含めて、

自分の日頃の学習について「モニタリング（ふり返り）」と「プラニング（計

画立案）」を行ったり、学び方のポイントを習得したりしながら、自分の学び

をコーディネートする時間のことです。 

自分自身の学習への取り組み方の特徴を知り、長所を伸ばし短所を克服していくことは、学びの
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基盤づくりという意味で極めて重要なことです。このような「主体的な学び手」を目指している本

校としては、とてもうれしい結果でした。 
 
 

〇 地域の人に教わったり、地域の学習をしたりすることで地域のことが前よりも分かった。 

（本年度 8.8、昨年度 8.3、一昨年 8.5） 

… 本校では、地域に愛着をもち、地域を創り、地域に貢献する子供の育成を目指し、地域とつなが

る学習の場を大切にしてきました。これは、学習指導要領内でも「開かれた学校づくりの推進」と

して掲げられていることです。 

本年度も本校では、生活科や総合的な学習の時間で、近隣地域の方々と触れ合う機会を数多く設

けてきました。「寺津手人形」、「地域探検」、「三郷堰見学」、「干柿づくり」、「りんご捥ぎ体験」、「栽

培･販売活動」等の取組みがこの例です。様々な機会を通して、沢山の地域の方々にご指導をいた

だきました。さらに、お世話になった方々の仕事に対する誇り（や職人としての人生観）、何より

地域を愛する生き様に触れることができたことは大きな成果だったと思います。本当にありがたい

ものです。 

今年度は、コロナ禍により実施できなかった「寺津発見学習」を来年度はぜひ復活させ、地域に

根差した学びをさらに深めていきたいと思います。また、探究型学習を通して、子供たちに学びの

コーディネート力を身に付けさせるとともに、この寺津地区に対する愛情をさらに深めていきたい

と考えています。 
 
 

〇 進んでからだを動かす遊びをしたり、授業でも元気いっぱい運動したりして体力がついた。 

（本年度 8.7、昨年度 9.1、一昨年 8.9） 
  

… 昨年度から 0.4ポイント下がったとはいえ、毎年、高い数値となる項目です。 

子供たちは、体育の授業への興味関心が非常に高く、通常の体育の授業は勿論のこと、

縄跳びや鉄棒の強化週間には真剣に取り組んでいました。また、季節や場所を問わず、

休み時間に元気に遊んでいます。 

体育指導における支援のポイントとして、友だちとの比較ではなく、自分自身の記録

の向上、技の習得をめざすことを大事にしたり、進んで運動できるような体育的環境を整えたりし

てきました。それらの成果が本年度の好数値につながったのではないかと思います。 

なお、別件ですが、保護者の皆様へのお願いです。本校で実施する様々な検診の結果、「治療勧

告書」が配付される時がありますが、受診に関して、即座の対応をどうぞよろしくお願いします。

これは、毎年のように課題となっています。子供たちの生活において何より「体」が最も大事です。 

（下記資料参照のこと） 
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【その他、比較的好数値だったアンケートの項目】 
 

〇 学校行事やたてわり班活動では、めあてに向かって自分で考え行動し、他の学年の人とも仲よく活動するこ

とができた。                                     （本年度 8.7、昨年度 7.7、一昨年 8.7）  
 

〇 「朝読書」や「クラスタイム」は、自分の力を高める時間になっている。  （本年度 8.6、昨年度 8.2、一昨年 9.1） 
 

〇 友だちの考えをきいたり、質問したりして授業が自分の力を高める時間になっている。 

             （本年度 8.6、昨年度 8.2、一昨年 8.4） 

 

２ 主に課題と思われること 
 

● 「早ね・早起き・朝ご飯」を心がけ，毎日決まったリズムで生活することができた。 

（本年度 7.8、昨年度 7.3、一昨年 7.4）  
 

… 毎年、全項目の中でポイント数が一番低くなってしまう項目です。本校のＰ

ＴＡ活動のスローガンの一つになっている項目だけに残念な結果でした。 

ただし、昨年度に比べて 0.5ポイント上まわりました。さらに、本年度の特徴

として、昨年度より上学年は大きく上昇（1.9 ポイント）し、反対に下学年は大

きく下降（1.1 ポイント）したということです。･特に、下学年の下降がとても

気になります。下学年の段階で、規則正しい生活リズムを得ていないと、上学年になった時、どう

しても修正しづらいという傾向があるからです。 

この項目の結果を、心身や生活全般を支える上での重要課題として受け止め、学

校と家庭が連携して対策を考えていかなければならないと思います。 

この結果について、「わが家に課題は無いか？」→「あるとしたらその改善策は？」

等、ご家庭での団らんの場でぜひ話題にしてほしいと思います。天童三中学区全体

で取り組んでいる「アウトメディアの取組み」へのご協力も含め、よろしくお願い

します。 
 

● 家庭での学習は、自分から始められる。（本年度 7.9、昨年度 7.5、一昨年 7.9）  

… 前述の「主に成果と思われること」でも述べましたが、 「はげみ学習」は、自分の

力を高める取り組みになっている。」 については、本年度 8.9 と大変高いポイント数

でした。しかし、それに連動するはずの「主体的に家庭学習を始められるか」とい

うこの項目は、なぜか 7.9 ポイントという残念な結果でした。つまり、「はげみ学

習」によって、自分の学習のコーディネートはできていても、家庭学習のスタートを自ら切るとい

う前向きな姿勢という意味では、まだまだ課題が残るということです。 

家庭でも、毎年発行している「おもだかホームワーク（家庭学習の手引き）」を指標としながら、

お子さんへの声がけと励ましのほどをあらためてお願いいたします。 

 
 

【その他、比較的優れない数値だったアンケートの項目】 
 

● どんな活動にも、自分事として、ねばり強く 取り組もうとした。      （本年度 8.0、昨年度 7.6、一昨年 7.9） 
 

● 学習面や生活面で 何ごとも自分事として考えながら進んでチャレンジし、「自分が大切にしたいことば」を意

識しながら努力してきた。                   （本年度 8.1、昨年度 7.8、一昨年 8.1） 


