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平成２８年度 学校評価アンケート集計結果（保護者）

＜アンケート項目＞

Ⅰ 学校経営全般について 27年度 28年度 差

１ 学校は教育方針や教育活動をわかりやすく伝えていますか。 １．５ １．５ ±０

２ 本校の特色を出すような教育活動を行っていますか。 １．３ １．５ +０．２

３ お子さんの人権や個性を尊重した教育活動を行っていますか。 １．５ １．６ +０．１

４ 個別の指導計画や通知表は、お子さんの力を的確に把握し作成されていますか。 １．５ １．６ +０．１

５ 学校は、保護者の願いに応えた教育活動を行っていますか。 １．５ １．５ +０．１

Ⅱ 学校の管理・運営面について

６ 安全に配慮した教育環境の充実に努めていますか。 １．３ １．５ +０．２

７ 美化・整理整頓は行き届いていますか。 １．３ １．５ +０．２

８ 教育設備の充実に努めていますか。 １．３ １．４ +０．１

９ スクールバスの運行や自力通学は安全に行われていますか。 １．２ １．５ +０．３

１０ お子さんの個人情報等、プライバシーは守られていますか。 １．５ １．６ +０．１

１１ 集金に対して、明朗な会計処理が行われていますか。 １．６ １．６ ±０

Ⅲ 児童生徒の教育活動・学校生活について

１２ 楽しくわかりやすい授業が行われていますか。 １．５ １．６ +０．１

１３ お子さんは、学級集団の中でみんなと楽しく過ごしていますか。 １．６ １．６ ±０

１４ 一人一人にあった学習活動が用意されていますか。 １．６ １．５ -０．１

１５ 教師はお子さんの課題に対して、努力や工夫をして指導していますか。 １．６ １．５ -０．１

１６ 教職員は、連携協力してお子さんの指導にあたっていますか。 １．５ １．５ ±０

１７ 教職員は、お子さんの気持ちを受け止めてきめ細かく対応していますか。 １．５ １．６ +０．１

１８ 教職員は、熱意を持って教育活動にあたっていると思いますか。 １．６ １．６ ±０

Ⅳ 開かれた学校づくりについて

１９ 学校だよりや学級だよりで等で学校のことがよくわかりますか。 １．４ １．６ +０．２

２０ 学校と家庭、地域との連携はよくとれていると思いますか。 １．３ １．３ ±０

２１ 学校行事は、保護者や地域住民が参加しやすいように工夫されていますか。 １．３ １．４ +０．１

２２ 学校は、地域に向けて特別支援教育の理解を広げる努力をしていますか。 １．１ １．４ +０．３

Ⅴ その他

２３ 将来の進路について考える機会や情報が提供されていますか。 １．４ １．５ +０．１

２４ 授業参観、保護者会の内容は適当でしたか。 １．４ １．５ +０．１

２５ 運動会やまきのみ祭の内容は充実していましたか。 １．３ １．５ +０．２

２６ お子さんのことについて、気軽に担任等に相談できますか。 １．６ １．６ ±０

２７ 校長、教頭、事務長は保護者の声をよく聞き、適切に対応していますか。 １．３ １．４ +０．１

２８ 事務職員、運転手、介助員等、教師以外の学校職員の対応は適切ですか。 １．１ １．４ +０．３
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＜評価方法＞

Ａ：十分そう思う Ｂ：そう思う Ｃ：あまりそう思わない Ｄ：改善が必要

評価がわからない項目は未記入

＜集計方法＞

Ａ評価：２点 Ｂ評価：１点 Ｃ評価：－１点 Ｄ評価：－２点とし、その平均値を一覧

表に示した。なお、未記入は母数に含めないこととした。

＜アンケート回収結果＞

回答者数 小学部 ２９／４６名，中学部 ３０／４３名，高等部 ２６／５５名

回収率 ８５／１４４ ５９．０％ (昨年度より回答率が４．４ポイントアップ)

※本年度の平均は、昨年度に引き続き、２項目以外は昨年度を上回った。

＜アンケート項目結果＞

○昨年と比べ評価の高まった項目（２０）

【０．３ポイント】

・スクールバスの運行や自力通学は安全に行われていますか。

・学校は、地域に向けて特別支援教育の理解を広げる努力をしていますか。

・事務職員、運転手、介助員等、教師以外の学校職員の対応は適切ですか。

【０．２ポイント】

・本校の特色を出すような教育活動を行っていますか。

・美化・整理整頓は行き届いていますか。

・安全に配慮した教育環境の充実に努めていますか。

・運動会やまきのみ祭の内容は充実していましたか。

・学校だよりや学級だよりで等で学校のことがよくわかりますか。

【０．１ポイント】
・お子さんの人権や個性を尊重した教育活動を行っていますか。
・個別の指導計画や通知表は、お子さんの力を的確に把握し作成されていますか。
・学校は、保護者の願いに応えた教育活動を行っていますか。
・教育設備の充実に努めていますか。
・お子さんの個人情報等、プライバシーは守られていますか。
・集金に対して、明朗な会計処理が行われていますか。
・楽しくわかりやすい授業が行われていますか。
・教職員は、お子さんの気持ちを受け止めてきめ細かく対応していますか。
・学校行事は、保護者や地域住民が参加しやすいように工夫されていますか。
・将来の進路について考える機会や情報が提供されていますか。
・授業参観、保護者会の内容は適当でしたか。
・校長、教頭、事務長は保護者の声をよく聞き、適切に対応していますか。

○昨年と比べ評価の下がった項目（２）

・一人一人にあった学習活動が用意されていますか。

・教師はお子さんの課題に対して、努力や工夫をして指導していますか。
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平成２８年度 学校評価アンケート自由記述（保護者）
１ 学校経営全般について

・学校全体が笑顔で温かみを感じます。子どもも落ち着いて登校し、また親も安心してお願いできます。

本当に感謝しています。

・特に、担任の先生には、大変お世話になっていて、いつもありがたく感謝の気持ちでいっぱいです。

反面、子どもがお手数かけていることは、本当に申し訳なく思っています。

２ 学校の管理・運営面について

・自力通学（路線バス）に関して路線バスの時刻があるので、利用している生徒がいる学級については、

下校時刻にもっと気を配ってほしい。時間に余裕を持って帰る生徒がいる一方、ぎりぎりになって帰

ってくる生徒もいる。乗り遅れた時に困ってしまう。その場合の対処を含めて自力通学の許可が下り

るのかもしれないが、それでは少しハードルが高いと思う。もう少し時間を気にかけて下校をさせて

もらいたい。

・新学期の時の参観で子どもの座る椅子のネジが緩んでいたのか、古いからか、動くたびに「ギシギシ」

と嫌な音がしていたのが気になった。また、机や椅子の高さや大きさが、個々の体型にあっていない

感じがした。

・いつもきれいで感心しております。ごみひとつ落ちていませんね。

・いつ行っても花壇にきれいに花が植えられていて、駐車場もきれいになっていてよいと思いました。

・学校に行った回数がまだ少ないのでよくわかりません。

３ 児童生徒の教育活動・学校生活について

・ある程度仕方ないことだが、教師の力量の差がありすぎると感じる。（若いから、ベテランだからでは

なく）また、今年は学部によって偏りがある気がします。

・担任が替わり、子どもが安定するまで不安でした。

・子どもの好きなキャラクターを使った教材を用意してくれたり、興味をもって自分から進んで取りか

かれるように工夫したりしてくれています。

・いつも一生懸命に本人に向き合って安全面等にも気を使っていただいて対応してくださりいつも感謝

しています。

・○○部○○先生は、とても信頼できる先生です。安心して子どもを預けてお任せできる先生です。そ

のような先生が増えてくるとよいと思います。

・個別的な対応をしっかりしていただいていると感じます。

・主事、担任の先生をはじめ、きめ細かく御指導していただき、感謝の気持ちでいっぱいです。自分な

りの目標を立てて運動に勉強にがんばっています。

・スポーツ大会や駅伝大会など、多くの先生が子どもたちを出迎えて盛り上げてくださるので、見てい

て心が温かくなります。ありがとうございます。

・先生方は、熱心に活動を支えてくださり感謝しています。

４ 開かれた学校づくりについて

・今年度から学校、学級だよりの関係書類が、学期末にまとまってしか届かなくなり、以前は小分けで

お知らせが届いて、普段がより分かりやすかったので少し残念に思っています。

・学年だよりでなく、学級だよりにしてほしい。

・学年だよりだけでなく、学級だよりがあるとクラスの様子がもっとよくわかると思います。

・スポーツ大会や駅伝大会の時の帰りの学校到着時刻が予定変更の場合は、できれば事前に連絡してほ

しい。

・近隣施設との連携を今後もよろしくお願いします。

５ その他

・もう少し競技を増やしてほしい。毎年記入していますが、全く改善されません。

・１学期の授業参観をＧＷ初日に行うのを変更していただきたいです。大型連休初日がなくなると旅行

や帰省にひびきます。

・学校からの電話があった時など、子どもの様子を聞いても「頑張っています。」と言われるだけでもっ

と細かく様子を教えてほしい。

・進路の先を決めていくのに保護者同士で情報交換をする機会が少なくそれぞれが手探りで進めている
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のを実感します。進路講座での事例を挙げての説明はとてもわかりやすかったのですが、もう一歩踏

み込んだもので本人、保護者目線での動きも時系列で示したもの、就労と福祉サービス利用のパター

ンを各２ずつ位、高等部保護者全員に配布されたらと思いました。きまりはないことですが、事例を

参考に大体何年生の何月位に動き出せばよいのか、わかるかと思います。上手く伝えられませんが、

例えば一目でわかるものがあればわかりやすいと思います。よろしくお願いします。

・進路について、情報発信のおたよりを増やし、外部の情報をたくさん届けてほしい。

・男性介助員さんの対応があまりよくない。

・朝のバスに乗っている女性の方が、子どもに「こっちでしょ。」とか「ほら早く。」など、口調もきつ

く、子どもの手を無理やり引っ張り対応が雑です。子どもは、「いやだ。」と言っていました。対応を

改めてもらいたいです。

・困った時に、先生に相談させてもらっていますが、すぐに対応していただきとても助かっています。

いつもありがとうございます。

・子どもも来客も満足そうな表情で行事に参加していると思います。来年も楽しみにしています。

・スクールバスの運転手、介助の先生共にいつも笑顔で接してくださりとても感謝しています。本当に

ありがとうございます。

自由記述の全てではありませんが、各分野について回答いたします。
１ 学校運営

本校では、「豊かな心と健康な体をもち、もてる力を最大限に発揮できる児童生徒の育成」を学校教育
目標に掲げ、児童生徒の成就感や自己肯定感を高めるために対外的な行事に積極的に取り組んでいるとこ
ろです。また、今般制定施行された障害者差別解消法の理念に基づく、合理的配慮の完全実施をめざす調
査等を踏まえ、児童生徒の実態に寄り添った教育課程、年間行事予定などの見直しや検討にも努力してい
ます。これまで以上に、学校経営を前進させるためには、保護者や地域、関係施設の皆様方と、より一層
良好な連携が必要となりますので、今後とも御理解御協力をお願い申し上げます。

２ 学校の管理・運営
本校では、保護者のニーズに応じたきめ細かな教育を心がけ、推進しております。御指摘の点について

は、こうした事実を共通理解の上、教職員相互に声をかけ合いながら注意してまいります。児童生徒の学
習環境をできるだけ整えるため、校舎内外の古い施設設備に手を加えながら、児童生徒にとっての安全安
心な学校づくりや、御来校いただく方へのおもてなしに鋭意努めてまいります。

３ 児童生徒の教育活動・学校生活について
本校では、教職員の資質・力量の向上を図るため、他校より充実した研修体制を構築しています。そし

て、各年齢層に応じた内容や児童生徒に必要とされる指導方法を段階的に身につけさせる校内・校外研修
に積極的に取り組んでいます。教職員は目の前にいる児童生徒のことを常に考え、個人的な授業力アップ
をめざし日々努力しています。依然として、個人差はありますが、チーム槇の実一丸となって組織的に対
応してまいります。

４ 開かれた学校づくり
本校では、児童生徒の様子を保護者の皆様に具体的かつ的確に伝えるため、連絡帳、電話連絡、個人面

談、家庭訪問、授業参観、各種学校行事、学級だより、学校だより等、多様な効果的な方法を駆使し努力
しております。これに加えて、開かれた学校づくり推進の一環として、日常的に児童生徒の活躍する場面、
教師と児童生徒の関わり、児童生徒相互の関係等を見ていただく御来校を歓迎します。たよりの文言だけ
では表現できない児童生徒の生の様子をご覧になっていただくことで、さらなる学校の取組を御理解いた
だけるものと存じます。

５ その他
運動会に関して御意見をちょうだいいたしましたが、小学部から高等部まで実態に幅があること、長時

間の参加が児童生徒に及ぼす悪影響を回避することなどを考慮、事前に職員会議で慎重に審議、十分な話
し合いをもって時間設定をしております。種目内容の工夫を凝らし、児童生徒ひとりひとりが短時間であ
っても、印象に残る運動会を毎年実施しておりますので、御理解をいただければと存じます。また、保護
者の皆様の関心の深い進路や就労の情報発信についても、できる限り機をとらえてお知らせしていきたい
と考えています。なお、進路や就労について、御不明な点やお悩みのことがありましたら、学級担任に何
なりと御相談いただければと存じます。また、日頃より安全安心なスクールバス運行に努めているところ
ですが、児童生徒への対応についての御意見を重く受け止め、保護者の皆様との意思疎通を図りながら、
適切に対応してまいりますのでよろしくお願いいたします。
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