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保護者 様

平成 26 年度

保護者による学校評価アンケート集計結果

保護者の皆様におかれましては、日頃から本校の教育活動にご協力いただきまして誠にありがとうございま
す。
本年度の学校評価アンケートの集計結果を、ここにご報告させていただきます。お忙しい中、アンケートにご
協力いただきまして、ありがとうございました。
皆様からいただいた貴重なご意見につきまして、校内で改善策を検討してまいりました。今後の学校運営の中
に、着実に生かしていきたいと思います。
なお、この集計結果に基づいて「学校評価と次年度の学校運営に関する報告会」を計画しております。2 月 4
日付の学校便りでもお伝えしましたが、3 月 9 日（月）10 時 15～11 時 45 分（本校会議室）です。
お忙しいとは存じますが、多くの皆様の参加をお待ちしております。
筑波大学附属大塚特別支援学校長 柘植雅義

回収率（本年度）
：55％

（※昨年度：58％,一昨年度：45％）

１．大学の方針に基づいて本校の教育方針や教育目標、各部の教育目標をめざした教育活動を行っている。

一昨年度
昨年度
本年度
0%

10%

Ａ：十分あてはまる

20%

30%

40%

Ｂ:ほぼあてはまる

50%

60%

70%

Ｃ：あまりあてはまらない

80%

90%

100%

Ｄ：全くあてはまらない

≪そのように評価した理由≫

そのように評価した理由
【肯定的な意見（23：集約）
】
・目標が具体的なので分かりやすい。
・教育方針が明確に示されている。
・基本的生活習慣がよく身に付いていると思う。
・子どもが自信を持ち積極的に取り組めるようになった。
・目標にあるような授業が為されていると思う。
・障害の有無にかかわらず豊かな生活が送れることは、
大切な考えであり納得できる。
・学部目標に掲げられた通りの教育活動がされている。
【要改善の意見（１：集約）
】
・具体的な教育活動について説明が不足していると思う。
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改善案
☛ 大学の方針を踏まえた本校の学校運営方針、それをも
とにした各部の運営方針、ならびに各部の教育目標、日々
の教育実践との関連性が保護者の皆さんに十分伝わるよ
うに引き続き努力してまいります。本年度はじめに、学校
長が各部の全体保護者会やPTA総会等で説明する機会を
設けましたが、来年度も継続して実施します。
☛学校便り等を通じて、本校のめざしていることが保護
者の皆様に分かりやすく伝わるように随時発信したいと
思います。

２．校長・各部主事や担任からの説明やお便り、学校行事、ホームページ等によって、本校の教育活動について情
報を伝えている。
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そのように評価した理由
改善案
【肯定的な意見（25：集約）
】
☛本校の教育活動についてタイムリーな情報発信ができ
・ＨＰがとても見やすくなった。充実してきた。
るように、引き続き努力してまいります。
・本人が伝えられないので、ＨＰで学校の様子がわかって
親子のコミュニケーションが広がっている。
・ＨＰが頻繁に更新されるようなった。更新日が楽しみ。
・学校便りがカラーになって魅力的になった。
・校長先生が子どものことをよく見ていて下さっている。
・校長室便りで、校長先生のお考えがよく伝わってくる。
【要改善の意見（3：集約）
】
・ＨＰの更新が少ない学部もある。
・もう少し情報があるとよい。
・大袈裟な表現が多く真相が伝わりにくい。

３．学校は、保護者との意思疎通を積極的に行なっている。また、保護者の声は学校運営や学部運営に生かされて
いる
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そのように評価した理由
【肯定的な意見（20：集約）
】
・保護者の声に十分に耳を傾けてもらえている。
・連絡帳や保護者会で意見や要望を言うことができる。
・校長先生をはじめ多くの先生方と話すことができる。
・面談や主事懇談等で意思疎通が十分できている。

改善案
☛学校評価アンケートの指摘を受けて、一昨年度から職
員朝会や運営委員会・職員会議等で、各クラスの子どもの
様子や保護者の声を全教員で共有するように努めてきま
した。さらに情報の共有の仕方を工夫してまいります。
☛管理職・教員間で早期に情報を共有し、よりよい支援を
実現するために、報告・連絡・相談を引き続き徹底してま
いります。

【要改善の意見（9：集約）
】
・要望が聞き入れてもらえないときがある。
・学校に否定的な意見は取り入れられない気がする。
・一部の保護者の意見を拾い過ぎて心配になる。
・クラスが少人数なので発言等で難しい時がある。
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４．学校行事（入学式や卒業式、運動会や学芸会等）は、子どもにとって意義あるものになっている。
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【肯定的な意見（25：集約）
】
・回を重ねる毎に行事の意味を理解し楽しめている。
・集団行動や思いやりの精神が付きとても意義がある。
・普段の学習で身に付いた力を発揮し自信を得ている。
・幼稚部から高等部まで差がある中で工夫されている。
・人に見られ達成感を感じ自己肯定感が高まっている。
・子どもの姿、先生やボラの皆さんの姿に感動する。
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改善案
☛一人ひとりの子どもの力が最大限に発揮できるよう
に、日々の学習の積み重ねを大切にするために、今後も全
教職員で創意工夫してまいります。
☛学校行事のねらいや意義について、保護者の皆様に丁
寧に説明するように努力いたします。

【要改善の意見（2：集約）
】
・2 学期制における短縮授業や給食の在り方に疑問。
・運動会など行事のテーマが同じことが疑問。

５．学校は、子どもたちの安全を守り、校舎内外の環境の整備に努めている。
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そのように評価した理由
【肯定的な意見（18：集約）
】
・常に子どもの安全に目を配っていてくれると思う。
・門が一つだし守衛さんもいてくれるので安心である。
・校長・副校長が巡回してくれているので安心感がある。
・スクールバスの完璧な整備と運行が有難い。
・手洗いなどの表示がよくなった。
【要改善の意見（9：集約）
】
・危険個所を総チャックすることが必要だと思う。
・玄関外回りが雑然としている。箒など見えない所へ。
・教室の教材や荷物をもっと整理整頓してほしい。
・横断歩道を見守っていただきたい。
・交通ルールの指導を充実していただきたい。
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改善案
☛子どもたちの安全を確保し安心して学校生活が送れる
ように大学と連絡をとりながら校舎内外の施設設備と環
境の整備についてより一層努力していきます。

☛交通ルール、安全、公共のマナー等に関して、指導機会
を増やすように努力します。

６．幼児・児童・生徒は、生き生きと学校生活を送っている。
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そのように評価した理由
【肯定的な意見（20：集約）
】
・授業や行事など張り切っている姿が見られるため。
・毎日学校の話がたくさん出てきて楽しそうだから。
・どの子も表情が生き生きとしている。
・学部を超えた子ども同士のおしゃべりが微笑ましい。
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改善案
☛子どもたちが生き生きと学校生活が送れるように、保
護者の皆様と連携をはかりながら、今後も教育活動を充
実させていきたいと思います。

【要改善の意見（0）
】

７．教員は、幼児・児童・生徒にとって分かりやすく、内容のある授業を工夫している。
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そのように評価した理由
【肯定的な意見（22：集約）
】
・文字や絵にして分かりやすく見通しをもたせている。
・個々の配慮により子ども達が授業に積極的に参加でき
ていると感じたから。
・動画やピアノの生演奏、小道具など手作り教材が充実し
ている。
・個々の特性やペースに合わせて趣向を凝らした授業が
展開されている。
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改善案
☛子どもにとって分かりやすく達成感のある授業づくり
を今後も学校運営の柱に据えていきます。
☛これまでの研究の成果を生かし、幼小中高の教育実践
の連続性と一貫性について、さらに研究を深めます。

【要改善の意見（3：集約）
】
・成長が実感できないため。
・もう少し人的なサポート体制があってもよい。
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８．教員は、保護者と話し合い連携して幼児・児童・生徒を指導している。
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そのように評価した理由
改善案
【肯定的な意見（24：集約）
】
☛管理職、学部、学年等（養護教諭・校内委員会・スクー
・連絡帳や面談を通して十分に話を聞いてもらっている。 ルカウンセラーなど）の校内連携を深めるとともに、引き
・個別指導計画を作成する時など保護者の意見や要望を 続き保護者の皆様との連携を深める努力をいたします。
反映してもらっている。
・いつでも話し合える雰囲気が築かれており、学校と家庭
とが同じ方向を向けていると感じる。
・連絡帳や面談等で、先生方の指導方針が明確であり安心
して子どもを預けられる。
【要改善の意見（2：集約）
】
・まだ十分ではないと感じる。
・
“話し合う”という感じではなく、先生からの提案や助
言が多い。もっと日常の会話を大切にしてほしい。

９．教員は、幼児・児童・生徒をよく理解して能力や努力を適切に評価している。
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そのように評価した理由
改善案
【肯定的な意見（18：集約）
】
☛教員間で評価を共有し、学年・学部の一貫性・系統性を
・よく理解していてくださると感じている。
深める努力をいたします。
・日課帳のシール等、見て分かりやすい工夫がある。
・通知表には親が気付かないことまで記載されていて感
謝している。
・肯定的に評価してもらえて自信につながっている。
【要改善の意見（2：集約）
】
・理解が不十分だと思う。
・すでにできている課題を、いつまでもやらされている。
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その他
ご意見の内容
【学校運営に関するご意見（7：集約）
】
・短縮授業をなくしてほしい。
・家庭訪問をなくして欲しい。
・保護者会の時間設定を工夫してほしい。
・教員の補教体制を充実させてほしい。
・行事等のプリントは白黒でよいと思う。

改善案
☛いただいたご意見については、新年度計画の中で具体
的に検討させていただきます。

【教育内容や指導方法（10：集約）
】
・キッザニアの活用など職業教育を充実させてほしい。
・運動会や修学旅行について、もう少し工夫してほしい。
・修学旅行の行き先について十分に説明してほしい。
・登校時間を守るように徹底してほしい。
・国語や算数などの教科学習をもっと充実させてほしい。
・複数の教員がいるので、もっと個別に対応してほしい。
・活躍できる場や環境を、もっとつくってほしい。
・子どもとの会話を膨らませる情報がもっとほしい。
【その他（12：集約）
】
・謝恩会等、基本的なスタイルの設定があると助かる。
・宿題を多く出してほしい。
・ＰＴＡ活動にＨＰを活用したらどうか。
・年間行事予定表をＨＰにアップしてほしい。
・送迎の車が危険なので対策を検討してほしい。
・保護者の目からの安全面のチェックができるような工
夫をしていただきたい。
・親にも学びの機会を設定していただきたい。
・学校の耐震対策について教えていただきたい。

以上

アンケートへのご協力、ありがとうございました。
今後とも教職員一同、より良い学校をめざして努力してまいります。
ご協力の程、よろしくお願いします。
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