児童

２回目（１２月）

1. 学校が楽（たの）しい。

1・2 回の調査とも 88 ％と達
成率は高いが、そうでないと感
じている 12 ％の児童へケアが
必要である。
2. 授業（じゅぎょう）がわかる。

達成率が前回の 90 ％から 87
％とやや下がった。特に A 評
価が 59 ％から 47 ％となってい
る。

3. 授業中の算数（さんすう）や国語（こくご）の問題（も
んだい）ができる。

達成率が前回の 89 ％から 84
％とやや下がった。特に A 評
価が 56 ％から 32 ％となってい
る。

4. 友だちに教えたり、教わったりする活動（かつどう）が
楽しい。

達成率が前回の 88 ％で今回は
87 ％、A 評価が 54 ％から 52
％とほぼ同じであった。

5.

家で、「学年×１０分＋１０分」くらい勉強（べんきょ

う）をしている。

達成率が前回の 82 ％から 78
％とやや下がった。特に中学年
の A 評価が下がっている。

-1-

6.

『月に４冊（さつ）以上（３年）、月に３冊以上（４年～６年）』の読書（どくしょ）

をしている。
達成率が前回の 82 ％で今回
は 73 ％と下がった。特に A 評
価が 77 ％から 52 ％となってい
る。

7.

友だちといっしょに勉強（べんきょう）することが楽し

い。

達成率が前回の 92 ％から 90
％とやや下がったものの達成率
は高い。引き続き学ぶ楽しさ・
達成感を味わわせる指導を工夫
していく。

8. ２学期にいじめを受（う）けたことがない。

学校では毎月 1 回、なかよし
アンケート実施し、いじめ 0 を
目指している。また、ピア・サ
ポートトレーニングを行ってい
ることで、児童同士の温かい関
係づくりの一助となっている。

9. 先生は、わたし（ぼく）の話をよく聞いてくれると思う。
達成率が前回の 85 ％から 91
％と上がり、達成率も高い。今
後も児童の声に耳を傾け、安心
して学べる学校づくりに心がけ
ていく。

10. わたし（ぼく）は、進んであいさつをしていたと思う。
達成率が前回の 92 ％から 90
％とやや下がったものの達成率
は高い。保護者と児童の意識の
違いが見られる。あいさつの意
義を発信し続けていく。
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11. 学校のルールや約束（やくそく）を守って生活していたと思う。

達成率が前回の 91 ％から 90
％と前回とほぼ同じで達成率は
高い。よい子の一日を見直す。

12. 毎日（まいにち）、朝ごはんを食べて登校（とうこう）し
ている。

1・2 回の調査とも 96 ％と達
成率は高い。今後も家庭との連
携を進めていく。

13. だいたい、８時間から１０時間は、睡眠（すいみん）をと
っている。
達成率が前回の 90 ％から 88
％とやや下がったものの達成率
は高い。特に中学年が高い。
今後も家庭との連携を進めて
いく。
14. 夜の１０時までには、寝（ね）るようにしている。

達成率が前回の 84 ％から 83
％と前回とほぼ同じである。高
学年が下がっている。

15. 自分のよいところや、将来（しょうらい）の夢（ゆめ）や
希望（きぼう）について考える勉強をしたことがある。

達成率が前回の 91 ％から 77
％と下がった。キャリア教育は
幅が広く、直接的に児童の将来
の夢や希望に結びついていない
面もあるので「将来の夢ファイ
ル」を有効に活用していく。
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16. 家で将来（しょうらい）の夢（ゆめ）や希望（きぼう）
について家の人と話をしたことがある。
達成率が前回の 81 ％から 76
％と下がっている。

17. 家でお手伝い（おてつだい）をしている。
達成率が前回の 86 ％から 88
％と上がり、達成率も高い。今
後も家庭との連携を進め、児童
の自己肯定感を高めていく。

18. 交通事故（こうつうじこ）や不審者（ふしんしゃ）に気
をつけている。

達成率が前回の 100 ％から
95 ％と下がったものの達成率
は高い。パトロールを実施した
り、他と連携を図りなが 100 ％
をめざし、児童の安全を守る。
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保護者
1.

２回目（１２月）

授業参観、学校行事、オープンスクール、PTA 行事など

に参加したい。
第 1 回は 83 ％、第 2 回は 90
％と達成率が最も高まった項目
である。

2. 学校は、保護者の話をよく聞いてくれると思う。
達成率が 88 ％から 91 ％と高
まった。

3. お子さんは、授業の内容がわかると思う。
達成率が前回同様 86 ％で変
わらなかった。

4. お子さんは、「学年×１０分＋１０分」程度の家庭での学
達成率が最も低く 65 ％であっ

習をしている。

た。前回の 72 ％から下がった。
家庭学習が取り組みやすくなる
よう、身に付けたい学年のめあ
てを明記するなど「家庭学習の
手引き」を見直し、家庭学習が
定着するよう各家庭に協力を求

5. お子さんは、『月４冊以上（１年～３年）、月３冊以上（４

めていく。

年～６年）』の読書をしていると思う。
達成率が低く 70 ％であった。
前回の 78 ％から下がった。A 評
価は高いが、読書をしていない
児童も目立つ。読書の格差をな
くすために、朝の貸出タイムや
親子読書タイムを推進していく。
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6. 学校は人権週間やファミリー活動を通して、いじめ防止に取り組んでいる。

学校では毎月 1 回、なかよし
アンケート実施し、いじめ 0 を
目指している。 また、ピア・
サポートトレーニングを行って
いる。いじめ根絶に向けて今後
7. お子さんは、進んで挨拶をしていたと思う。

も取り組む。

81 ％から 79 ％と下がった。

8.

お子さんは、学校のルールや約束を守って生活してい

たと思う。
前回とほほ同じ

9. お子さんは、毎日朝食をとってから登校できた。
前回と同様で 97 ％と達成率が
高い。

10.

お子さんは、毎日８時間から１０時間の睡眠がとれて

いた。

達成率が 91 ％から 85 ％に下
がった。低学年の A 評価が下
がっている。
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11. お子さんは、規則正しい生活ができた。

達成率が 90 ％から 83 ％に下
がったももの全体の A 評価が
上がっている。全体で差が出て
12. 学校は、家庭や地域と連携して、通学路の点検・パトロ

いる。

ールを行い、交通安全指導の充実に努めていると思う。
達成率が 87 ％から 93 ％に上
がった。前回顕著であった１～
3 年と 4 ～ 6 年の差も少なくな
っていて改善されてきている。

13. 学校の施設や設備は、安全であると思う。
前回と同様で 85 ％の達成率
であった。

14. 親子で、子どもの将来の夢について話した。
達成率は前回とほぼ同じであ
る。１～ 3 年と 4 ～ 6 年の差が
少なくなっていて改善されてき
ている。

15. 家庭で、お子さんにお手伝いをさせるようにした。
達成率は前回とほぼ同じであ
る。
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