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令和２年２月１４日 

保護者 様 

千葉市立横戸小学校 

校長 永 島 義 清 

 

                 令和元年度 学校と家庭生活についてのアンケートの結果について 

 

寒冷の候、保護者の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

さて、先日ご協力をいただきました「学校と家庭生活についてのアンケート」では、貴重なご意見を

いただき感謝申し上げます。結果がまとまりましたので下記の通りお知らせいたします。職員一同、結

果を真摯に受け止め、今後の教育活動に生かすよう努力していく所存です。来週開催が予定されており

ます第３回学校評議員会におきましては、今回の学校評価を踏まえ、次年度に向けた本校の課題や改善

点についてご意見を伺う予定です。今後とも保護者の皆様には、ご理解とご協力を賜りますようお願い

申し上げます。 

記 

 

１ 集計結果  

  保護者回収数・・・１１５名 回収率 ８５．２％（H３０ ８９．４％） 

  児童回収数・・・・１３３名 回収率．９８．５％（H３０ １００％） 

  ４段階評価・・・・４とてもそう思う  ３少しそう思う  ２あまり思わない  １思わない 

  表記について・・・中央値は２．５  ◎３．４以上  △３．０未満 

           上段…R１ 下段…H３０  

↑昨年度より向上 ↓昨年度より 0.1以上低下 

 質  問  事  項 児童 保護者 

１ 毎日楽しく学校に通い、元気に生活していますか。 
3.74◎↑ 

3.63◎ 

3.65◎ 

3.67◎ 

２ 友達と仲良く生活していますか。(学級・異学年などで) 
3.55◎ 

3.62◎ 

3.52◎↓ 

3.63◎ 

３ 良いこと、悪いこと(いじめ含む)をきちんと判断して行動していますか。 
3.44◎ 

3.50◎ 

3.31  

3.38   

４ 学校や地域、家庭などのきまりを守って行動していますか。 
3.64◎↑ 

3.54◎ 

3.24  

3.24 

５ 身の回りの整とんや、忘れ物に気をつけて生活していますか。 
3.26  

3.30   

2.64△↑ 

2.62△ 

６ 家や活動後で、自分の用具や場の後始末がしっかりできていますか。 
3.60◎ 

3.68◎ 

2.42△ 

2.51△ 

７ 戸外で元気に遊ぶなど、進んで体を動かしていますか。 
3.40◎↑ 

3.33  

3.30  

3.36  

８ 家庭や活動で、決められた時間や時刻を守って生活していますか。 
3.50◎ 

3.66◎ 

3.00  

3.02  

家庭数配付 
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９ 家庭生活で、好き嫌いなく食事をしていますか。（アレルギー以外） 
3.17 ↓ 

3.38   

3.08  

3.15    

１０ 家庭や活動時に、進んでお手伝いや仕事に取り組んでいますか。 
3.65◎ 

3.73◎ 

3.10 ↑ 

2.94△ 

１１ 時と場に応じて、あいさつやお礼などの言葉が言えていますか。 
3.68◎ 

3.71◎ 

3.14  

3.20  

１２ 相手や場に応じて、言葉づかいに気をつけて話すことができますか。 
3.31 ↓ 

3.45◎ 

2.90△↓ 

3.10  

１３ 読書に親しみ、家でも進んで本を読んでいますか。（マンガ以外） 
3.26 ↓ 

3.44◎ 

2.47△↓ 

2.72△ 

１４ 家庭で進んで学習（宿題や課題含む）に取り組めていますか。 
3.50◎↑ 

3.48◎ 

2.78△↓ 

2.91△ 

１５ 自分の思いや考えを自分の言葉で話すことができますか。 
3.31 ↓ 

3.42◎ 

3.07  

3.10   

１６ 学校で学習した内容を、きちんと理解していますか。 
3.47◎ 

3.52◎ 

3.10  

3.11   

１７  学校・学級だより等で、学校や子どもたちの様子は伝わっていますか。 
3.11 ↓ 

3.39  

3.38  

3.42◎ 

１８  学校は、清潔で落ち着いた教室・学習環境づくりに努めていますか。 
3.26 ↓ 

3.42◎ 

3.27 ↓ 

3.46◎ 

１９ 
 学校は、地域・セーフティウォッチャー、ＰＴＡ・保護者との連携を大切

にし、教育活動を進めていると思いますか。 

3.86◎↓ 

3.96◎ 

3.49◎↓ 

3.70◎ 

２０  学校は、日頃から子どもの学力・体力向上に努力していると思いますか。 
3.77◎ 

3.78◎ 

3.41◎↓ 

3.54◎ 

 

（１） 横戸小のよいところ・これからも続けてほしいところ 

児童 保護者 

＜子どもの姿・学校生活＞ 

○仲がいい２５   ○やさしい１５ 

○元気６      ○明るい６ 

○いじめ・けんかがない・少ない６ 

○人数が少ない４  ○楽しい行事３ 

○楽しい３     〇歴史がある３ 

〇勉強をいっぱいしている・がんばっている３ 

○全員の名前を覚えられる３ 

○きれい２     ○相談にのってくれる 

○なかよし班    ○みんな楽しそう 

○人数が少ない中、委員会などがんばっている 

○人数が少ないから、いろいろなことがある 

○笑顔       ○あいさつ 

○友だちがいっぱいできる 

＜子どもの姿・学校生活＞ 

〇他学年とのかかわり・交流９ 

〇仲がいい８    

〇挨拶７ 

〇先生、児童、親のアットホームな関係３ 

○児童が中心となって行事進行３ 

〇子どもたちがのびのびとすごせている２ 

〇今まで通り続けてほしい 

〇教員と子どもの距離が近い 

〇いろいろな役の仕事ができる 
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〇にぎやか     ○素直 

○努力       ○サッカーができる 

○運動できる    ○規則正しい 

○きまりを守っている〇友だちができた 

〇他の学年と遊べる 

＜先生方の指導・支援＞ 

○先生（たち）がやさしい９ 

○勉強をわかりやすく教えてくれる 

○先生たちが、いろいろつくしてくれる 

○けんかがあると先生がすぐに解決してくれる 

〇授業が分かりやすい 

＜先生方の指導・支援＞ 

〇一人一人をよくみている４ 

〇いつも子どもたちを見守ってくださり感謝３ 

〇子どものことについてなんでも話すことができる２ 

〇一人一人が活躍できる場を作ってくれる。 

〇児童へのフォロー 

〇目がよく行き届いている 

〇子どもの悪い面のみでなく、良い面も見ている 

〇クラス以外の児童とも交流があり気にかけている 

＜教育活動・学校行事＞ 

○横小まつり３ 

○給食がおいしい３ 

○やきいも大会２ 

〇横戸揚げ 

〇給食のいいにおい 

○地域の人の協力 

○そうじ 

＜教育活動・学校行事＞ 

〇たて割り班の活動・交流１８ 

〇やきいも大会・火起こし体験４ 

〇ものづくり魅力発信講座４ 

〇歯みがき指導４    

〇自然観察会３ 

〇あいさつ運動２ 

〇学校の教育活動に保護者がたくさん参加できる２ 

〇よこどクラブ２ 

〇福祉の授業・たおやか訪問２ 

〇横小まつり    ○じまん大会 

〇少人数でないとできない活動 

〇おいしい給食   〇落語 

〇昔あそび     〇体験活動が多様 

＜教育施設・環境＞ 

○学校森・自然豊か４６ 

〇校庭の遊具５    ○校庭が広い４ 

○本がたくさんある３ 〇子どもルーム２ 

〇大きいプール２   〇生活科室で遊べる 

〇テレビ 

＜教育施設・環境＞ 

○学校林・自然９ 

〇一人１台パソコンなど学習環境や設備が整ってありが

たい 

〇こどもルーム 

 

 ＜地域との関連＞ 

○地域の方々との連携・交流６ 

〇先生や保護者、地域の方々と“みんな”で子どもたち

を見守ることができていて安心している 
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（２）「横戸小をよりよく」するための改善点・ご意見 

児童 保護者 

＜子どもの姿・学校生活＞ 

○ない・今のままで・十分楽しい２６ 

○けんかやいじめをしない・なくす９ 

○そうじをがんばる８ 

〇もう少し静かに６ 

○もっと挨拶３ 

○もっと交流を深める３ 

〇落ち着いた生活をする２ 

○みんなもっとなかよく２ 

○時間を守る２ 

○ろうかを走らない２ 

○横戸小の歴史をもっと生かす 

○みんなが協力しあう 

○もっと楽しく話す 

○集まった時に話をやめる 

○声をかける 

○行事を増やす 

○給食にもっといろいろな食べ物を 

〇ふざけている人が一生懸命学習に取り組んだ

ら、もっと「横戸っ子」に近づける気がする 

〇もっと遊ぶ 

〇早く準備 

＜子どもの姿・学校生活＞ 

○人数が少なく、友達が選べない。もう少し先生が友達

関係をきちんと見てほしい２ 

〇友だちとの関わり合い 〇友だちの大切さ 

〇言葉づかい 

〇６年間同じクラスメイトとの活動で、良いときは良い

が悪くなった時の学校の対応など気になったりする２ 

〇相性があると思うが、「チーム力」をどうつけていくか

など、社会性の力を強めてもらいたい 

〇せまい世界。いいこともあるが、何かあったとき学校

へ行きづらい。友達選びができない 

〇自分も小学生のころから部活に入部し全国大会を目指

すなど精力的に活動していた。何か全国レベルを経験で

きる機会があるとよい 

〇企業の出張授業などいろいろあるので、様々な体験を

させてあげてほしい 

〇仲間外れや言葉の意味など良いことと悪いことが分か

らなくなってきている気がする 

〇このまま、子どもたちが安心・安全に過ごせる環境が

続くとうれしい。 

〇児童数が減少していく中、子どもたちが今までと変わ

りなくのびのびと学べる環境に期待する 

〇これからも皆で協力しあい、助け合いながら素敵な横

戸小でいてほしい 

＜先生方の指導・支援＞ 

○わからないときマンツーマンで 

＜先生方の指導・支援＞ 

○善悪についてきちんと指導し、学級規範を整え、みん

なが楽しい学校になるといい。 

〇公平な指導をお願いしたい。 

○学習のスピードが遅い。心配になる 

〇いじめに対しての解決策が乏しい。 

〇タブレット端末を用いた学習 

〇算数以外にも補助の先生がつくと安心して授業が受け

〇セーフティウォッチャーさんに感謝。心強くありがた

い 

〇地域の方々の目が行き届く 
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られるかと思う 

〇一人一人の子どもに対しての指導(把握) 

〇助け合うことの大切さ、自分の意見を伝え認め合うこ

との大切さなど、これからも力を入れてもらいたい２ 

〇小規模だからこその学びを増やしてもいいかもしれな

い。「科学を日常生活に近い視点で考える」「障害者の生

活に便利そうなものを作る」など、遊びを通して生活を

よくするような。 

〇少人数でも問題が多く、課題も多い。学校と保護者が

連携を密にして、それらに対応していってほしい。 

〇先生と子どもたちの仲がいいのはいいことだが、メリ

ハリがなく友達感覚になってしまう子もいると思う。 

〇クラス内のトラブルなどしっかり対応し保護者にもす

べて明確に伝え連携してほしい。クラス替えがない分、

些細なことから大事にならないようしっかり対応してほ

しい 

〇授業の環境が悪い。学校全体の学習環境見直しと立て

直しをできるように頑張ってほしい 

〇地域の方ともっと交流して親睦を深める 

＜教育活動・学校行事＞ 

○クラブの数・回数を増やす９ 

○休み時間を長くする・増やす５ 

○朝練毎日は少しきつい１ 

○委員会を増やす１ 

○球技大会で、男女好きなほうを選べるように 

〇横戸揚げをもっと出して１ 

〇給食の量を増やして１ 

＜教育活動・学校行事＞ 

○家庭訪問の時間を長くしてほしい２ 

〇読書があまり得意でない子が、本に意欲的になれるよ

うなイベントを 

〇ステップアップタイムに読書があり大変良いことだと

思う。１週間で読む本を決め、金曜日に感想を書いたり、

発表したりしてはどうか。負担にならない三行日記など

もよいかもしれない 

〇懇談会すべてに参加することが難しいので、大切な話

(内容)がある場合は、書面のものがあると助かる 

＜教育施設・環境＞ 

○くじら池復活５ １年生にも見せたい 

○プールの水温を上げる４ 

○森に遊具を作る４  ○プールをきれいに３ 

○トイレをきれいに２ 

○プールのシャワーを温かくする 

○遊具を増やす     ○緑を増やす 

○学校をもっと警備する 

○廊下も温かくしてほしい 

＜教育施設・環境＞ 

○連絡メール→緊急のみでなく、重要な手紙のことや校

外学習のお迎えの時間などあると助かる 

〇日頃使用していない部屋は、鍵をかけて子どもが出入

りしないようにしたほうが安全だと思う 

〇トイレ美化 

〇低学年が早く下校するときの安全対策。道路へはみだ

したりふざけたり、周りをよく見ていない子がいるので

下校時の交通指導があると安心だが、その責任をだれが

貴重なご意見をたくさんいただきました。学校と

して真摯に受け止め、改善していけるように努力

を続けていきます。 

・いじめやトラブルに対しての対応については、

特に注意しながら、保護者の方々との連携を密に

しながら解決につなげていきたいと考えます。 

・学習の進度などは、担任同士でも情報交換をし

ながら考えていきたいと思います。 

・担任とのかかわり方について、ご家庭でもよく

話を聞いていただき、心配なところがございまし

たら、遠慮なく学校にお知らせください。 
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○サッカーボールを新しく 

○校舎をきれいにする 〇もっと人をふやす 

〇もっとカナヘビを増やす 

〇木がたおれないように 

負うのか難しいと思う 

〇通学路の安全(ガードレール等)もっと強化してほしい 

 ＜ＰＴＡ関連＞ 

〇保護者・教員の負担が大きい(特に横小まつり)２ 

〇PTA活動を簡素化してほしい２ 

○学校でのイベントに少しでも多く出られるといい。 

 ＜その他＞ 

○職員の多忙さが心配。もう少しフォローしあえるよう

な環境(増員等)できるといい 

〇学校の対応にも限界があると思うので、保護者が学校

に過度に期待しないことだと思う 

 

 

 

その他、市への要望等 

 

２ 集計結果を踏まえて 

（１） 学校生活と家庭生活について 

○児童は、すべての項目で３以上となっています。特に項目１９については３・８６と非常に高く

なっており、「地域や保護者の皆様に支えられて学校生活を送っている」ということをしっかり認

識できているようです。また、「４決まりを守る」「７体を動かす」については、評価が上昇して

おり、生活習慣に対しての意識も高くなってきているのも感じます。「１４家庭学習」はやや上昇

していますが、「１６学習内容の理解」は若干下がっています。「１３読書」も下がってしまいま

した。主体性をもって学習や生活に臨むことが今後さらに大切になってきます。「５身の回りの整

とん」「８時間を守る」「１２言葉遣い」と「１３読書」に関しては保護者の評価とのギャップが

大きいのが気になるところです。求めているレベル・求められているレベルの差はあると思いま

すが、「できているつもり」「やっているつもり」ではなく、無理のない範囲で約束や目標を決め

て実行してみるとよいかと思います。 

○保護者の皆様の評価の中で、「１楽しく学校に通い元気に生活」が３．６５、「２友達と仲良く生

活」が３・５２と、昨年度よりは若干下がったものの高い状態を維持しています。学校としては

これに満足することなく、さらに安全・安心そして元気に子どもたちが生活できるように努力を

続けてまいります。評価が３を下回る項目について、特に児童との評価のギャップが大きい「５

身の回りの整とん」「６後始末」「１０お手伝い」「１２言葉遣い」「１３読書」「１４家庭学習」に

ついては、学校での指導とともに、ご家庭の協力なしには、向上が望めない部分でもありますの

で、ぜひ保護者の皆様も、ご協力をお願いいたします。 

○「１６学習内容の理解」は児童・保護者ともに昨年度と同様のレベルです。学習内容の定着を図る

〇昨年度要望として挙げられていた防犯カメラとエア

コンについては、２０２０年度には稼働する予定です。 

〇２０１９年度は、熱中症対策として、冷水機１台と

大型扇風機２台が設置されました。 

・今後も、子どもたちが安全に、安心して学校生

活を送れるように、校内環境美化、安全面への配

慮、気を付けていきたいと思います。児童・職員

の数が少なく、目が行き届かないところもあると

思います。学校支援地域本部の活動として、清掃

ボランティアを募集するなど、対策を考えていき

ます。また、学校では対応しきれないものもあり、

教育委員会施設課と相談しているものもありま

す。予算を求めるのに時間がかかるものもありま

すが、継続して要求していきたいと考えます。ご

理解いただければと思います。 



7 

 

ため、学習支援員・理数教育サポーターと連携し、学習形態なども工夫しながら取り組んできた

成果かと思われます。朝のステップアップタイムの実施により、少しずつ「わかった」「できた」

という感覚を子どもたち自身が持つことができているように思います。これからの児童に求めら

れる問題解決能力、論理的思考力、情報活用能力の習得を目指し、さらに基礎基本の定着を図り、

学習の積み重ねができるようにしていきたいと思います。 

 

（２）横戸小のよいところや続けてほしいところについて 

  ○もっとも多かったのは、児童は「仲がよい」保護者は「交流」です。子どもたちは、「やさしい」

「いじめがない・少ない」「楽しい」「笑顔」などいろいろな言葉で、仲のよさを表現してくれま

した。学年・学級を超えての交流や縦割りグループでの活動を通して、自分の周囲の人々とどの

ようにかかわっていけばよいか、考えることができているように思います。今後さらに、かかわ

りや交流の輪が広がっていくとよいと思います。 

  ○千葉市唯一の学校林、自然とのふれあいについてもたくさんの児童・保護者の方からあげていた

だきました。全学年で実施している自然観察会により、植物・昆虫などへの興味関心も高まり、

自然とふれあうことの楽しさ、おもしろさを経験することができています。台風の被害は大きか

ったのですが、今後も安全管理に努め、豊かな体験活動を継続していきます。 

  ○本校は、全家庭に保護者セーフティウォッチャーにご登録いただき、地域の方の学校セーフティ

ウォッチャーの皆様とともに子供たちの登下校・放課後の見守り活動にご協力をいただいており

ます。毎月の PTA による「防犯・交通安全だより」には貴重なご意見が寄せられています。課題

については学級で指導したり、全校集会で話したりして徹底を図るように努めています。 

    また、来校者の名札着用、来校者への声かけ、校門や昇降口の戸締りなど、危機管理・安全管

理に努め、子どもたちの安心・安全を保持していきます。 

    さらに、避難訓練、不審者対応訓練、ミニ避難訓練などを通して、児童自身の危機対応能力の

向上を目指します。「自分の命は自分で守る」を実践できる子どもたちになってもらえるとよいか

と思います。 

  ○職員が「一人一人をよく見ている・見守っている」「目がよく行き届いている」などの評価をいた

だき、ありがとうございます。今後も子どもたちが安心して登校することができる明るい学校づ

くり、児童・保護者・地域から信頼される学校づくりを目指します。 

 

（３）「横戸小をよりよく」するための改善点・ご意見 

  ◇児童から「けんかやいじめをなくす」「もっと交流を深める」など、友達との関係性についての課

題が上がってきています。基本的にみんな仲は良いのですが、反面、身近すぎて言葉選びを間違

えていたり、傍目には冷たいなと思われるような対応をしていたりするような面も見えてきます。

「親しき仲にも礼儀あり」です。お互いにほんの少し相手を思いやることで、トラブルも減るで

しょうし、気持ちよく過ごせるようになると考えます。 

本年度も児童主体のいじめ防止の活動「みんなにこにこキャンペーン」を実施しました。歯車

委員は、ポスターを作成したり、各学級で劇を行ったりして、「いじめゼロ」を呼びかけてきまし

た。人を傷つける行動や言葉遣いに気を付ける意識をさらに高めていく必要があります。「いじめ
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は絶対しない させない 許さない」風土を作り、重大事態に至ることのないよう、今後もいじ

めの未然防止、早期発見、早期解消に力を入れていきます。 

  ◇保護者の皆様からの、教育活動・学校行事に関するご意見・ご要望について、なかなか実現しに

くいものもいくつかありますが、真摯に受け止め、教育活動全体を通して、ご理解ご協力がいた

だけるよう改善に努めていきたいと思います。 

  ◇学年・学校だより、懇談会、個人面談、家庭訪問、学校行事、その他教育活動全体、学校ホーム

ページなどを通して、本校の学校経営方針や本校の実態とこれからの時代に求められている力を

ふまえためざす児童の姿などを発信します。学校・家庭・地域がめざす方向性を共有し、連携を

図りながら教育活動を推進することができるよう、温かいご理解とご支援をお願いいたします。 

 

☆保護者の皆様には、温かい励ましをたくさんお寄せいただき、心より感謝申し上げます。改めて、横

戸小の家庭・地域のご支援をいただいていることを実感いたします。今後も横戸小学校の児童が、自

分たちの学校・地域に誇りと愛着をもてるよう、職員一同力を合わせて教育活動を推進してまいりま

す。保護者の皆様の温かいご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

    ※ご不明な点がございましたら、教頭までご連絡ください。 

 


