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令和４年度 学校評価アンケート 

結果と分析のご報告 
 
 １２月に実施しました学校評価アンケートでは、多くの保護者の皆様からアンケートの回答をい

ただき、ご協力に感謝申しあげます。その結果をご報告いたします。 

今年度の教育活動について、学校教育目標実現に向けた３つの柱「健やかな体 

心身ともにたくましい子」「確かな学力 進んで学び合う子」「豊かな心 認め合

い 助け合う子」の視点から分析し、今後の取組について検討いたしました。 

学校評価の他にも、今年度の教育活動について動画でご報告しています。右のQR

コードを読み取り、是非ご覧ください。またこちらの報告は学校ホームページにも

載せていますので、併せてごらんください。 

 

 

 

 

 

 

健やかな体 心身ともにたくましい子 

 

１ 

児 

童 

学校は「日吉の子のやくそく」をもと

に学校生活におけるルールを決めてい

ます。やくそくを理解し、学校のルー

ルを守って生活していますか。 

保 

護 

者 

学校では「日吉の子のやくそく」をも

とに学校生活におけるルールを共通理

解しながら子どもたちに指導していま

す。お子さんに学校生活のルールが身

に付いてきていると思いますか。 

教 

職 

員 

「日吉の子のやくそく」をもとに、基

本的な学習ルール、生活のルールを守

る指導をしていますか。 

分析 

・「そう思う／ややそう思う」と回答している児童は約90％程で、昨年度と同様で良い状況と考えています。休み

時間や学校全体のルールに加えて各学年やクラスでのルールもあります。それらを意識して過ごせていることがわ

かります。 

・保護者の「そう思う／ややそう思う」と回答している割合も約90％で、こちらも昨年度と同程度です。しかし

「ややそう思う」との回答割合が昨年度よりも増えています。今年度は授業参観などで、学校での子どもたちの姿

を見る機会が増えたことが一因と考えられます。 

今後の方向性 

・児童の約10％がルールを「（やや）守れていない」と考えています。年度の初めに「日吉の子のやくそく」を確

認する時間を設定していますが、後期の初めにクラスで改めて確認する時間を設定することで、全員で共通してル

ールを意識していけるようにします。 

・保護者には、引き続き「日吉の子のやくそく」をご理解いただけるように、学校だよりや学年だよりで児童の様

子をお伝えしていきます。 

 

グラフの見方は 

そう思う ややそう思う あまり思わない 思わない 
分からない 

(指導機会がない) 

となっています。 

そう思う54.2%   ややそう思う37%  あまり5.4% 

そう思う39.1%  ややそう思う51.8% あまり5.1% 

そう思う71.4%    ややそう思う28.6% 

報告会動画 



２ 

児 

童 

すすんで気もちの良いあいさつをおこ

なっていますか。 

保 

護 

者 

学校では児童指導の重点目標として

「あいさつをしよう」に取り組んでい

ます。お子さんはあいさつを進んでし

ていると思いますか。 

教 

職 

員 

自らが元気なあいさつを心掛け、あい

さつが進んでできるよう指導をしてい

ますか。 

分析 

・「そう思う／ややそう思う」と回答している児童は約85％で、昨年度と同様で多くの児童が挨拶する習慣を身に

つけていることがわかります。運営委員会中心に行っている「あいさつ運動」では、自発的に運動に参加する児童

も増えていて、その成果が出ているのではないかと考えます。 

・保護者の「そう思う／ややそう思う」と回答している割合は、昨年度よりも約5ポイント下がっています。学校内

ではみんなと一緒に挨拶ができているけれど、学校外では進んでできていないのかもしれません。 

今後の方向性 

・自発的に挨拶をする児童がいる一方「（あまり）思わない」と回答した児童が10％ほどいるのは、挨拶の大切さ

を理解しているものの、挨拶を返すだけになっている児童が多いからだと考えます。挨拶を返す習慣が身に付いて

いることは成果と考え、道徳や学活の時間に挨拶の良さを考える時間を設定して、自発的な挨拶に繋げていきま

す。・挨拶が校内だけの習慣にならないよう、校外学習の時などに教師が範を示したり、ご家庭とも連携をとった

りしながら、日吉の子の挨拶が地域にあふれるようにしていきたいと思います。 

 

 

 

３ 

児 

童 

学校の行き帰りでは、通学路を守り、

安全に気を付けて登校、下校すること

ができていますか。 

保 

護 

者 

学校では、児童が安全に登下校できる

ようにPTAのご協力も得ながら、教職員

の地域巡回や登下校の見守りに務めて

います。お子さんは、安全を意識しな

がら登下校できていると思いますか。 

教 

職 

員 

日頃から児童の登下校時の安全指導に

努めていますか。 

分析 

・「そう思う／ややそう思う」と回答している児童・保護者は約90％で、「安全に気をつけて登下校できている」

と考えていることが分かります。登下校の指導については、友達と話しながら広がって歩くなど具体的な例をあげ

ながら指導しているためか、児童の意識としては高い回答率がみられます。しかしながら、PTAに実施してもらった

下校指導では、昨年同様、横に広がって歩いたり、遊びながら帰ったりする児童が見られたそうです。本人たちの

意識と行動に差がみられます。 

今後の方向性 

・今後も、登下校時の歩き方の指導を定期的に行い、PTAからの情報を児童に伝えるなど、今後も、PTA校外委員会

と連携を図りながら、通学路の状況を把握し、よりよい安全指導をしていけるように努めます。 

・警察と連携し１年生の歩行教室、３年生の自転車教室などを継続して実施し、交通安全のルールの大切さを学習

する機会を設け、登下校や放課後の安全に対する意識を継続して育てていきます。 

・毎日の地域の方の見守りやPTAによる旗当番活動に、感謝をいたします。引き続き、連携して児童の安全を見守っ

ていきます。 

 

 

 

 

そう思う51.1%    ややそう思う33.7% あまり9.2% 

そう思う77.4%     ややそう思う17.5% 

そう思う35.9%  ややそう思う53.8% あまり6.6% 

そう思う26.3%   ややそう思う44%  あまり24.5% 

そう思う71.4%    ややそう思う28.6% 

そう思う66.7%    ややそう思う33.3% 



４ 

児 

童 

災害等（地震・火事・大雨・台風・不

審者対応など）の危険を知り、非常の

時に安全に行動ができるといますか。 

保 

護 

者 

学校では、児童が非常時に安全に行動

できるように避難訓練や集団下校訓

練、非常食の備蓄などを行っていま

す。学校は、防犯・防災に対しての対

策を取っていると思いますか。 

教 

職 

員 

災害時における危険を認識し、日常的

な訓練を生かし、非常時に自分で考え

て、行動できるように指導しています

か。 

分析 

・「そう思う／ややそう思う」と回答している児童は約90％でした。今年度は訓練の日時を伝えないより実践的な

避難訓練や防犯訓練を実施したことで、災害時にどのように行動すればよいのか考える成果が出ているのではない

かと考えます。 

・保護者からは「そう思う／ややそう思う」との回答は約90％ですが、「そう思う」の回答は昨年度よりも17ポイ

ントも下がっており、学校の、防犯・防災に対しての対策について、お伝えしきれていないことがうかがえます。 

今後の方向性 

・児童に対しては、災害や非常時の危険性を伝え、非常時の行動について避難訓練などを通して、引き続き自分か

ら動けるように定期的に指導していきます。今年度は不審者侵入対応訓練を２回実施し、２回目は日時を伝えない

訓練を行いました。今後も防災意識を高め、様々な災害に備えていけるように訓練のやり方や回数を見直していき

ます。 

・保護者には、今年度も学年を限定して引き取り訓練を実施しました。災害時の児童の安心・安全を大切にし、共

に取り組んでいきたいと考えております。また、学校の防災対策を学校だより等で紹介していきます。ご家庭で

も、不審者対応や災害時にどのように行動するのか、どこで集合するのかなど常日頃から話題にしていただけます

と幸いです。（参照リンク：今年度に実施しました引き取り訓練の際のアンケート結果） 

 

確かな学力 進んで学び合う子 

５ 

 

児 

童 

（低）学習の後に、「どんなことをが

んばったか」「どんなことができるよ

うになったか」などと、じぶんの学習

をふりかえることができていますか。 

（高）「何ができたか」「なぜできな

かったか」など、自分の学習を振り返

り、その後の学習に生かそうとしてい

ますか。 

保 

護 

者 

学校では、学習の定着を図ったり、次

へのめあてを持たせたりするために、

振り返りを大切にしています。お子さ

んは、学習の積み重ねができていると

思いますか。 

教 

職 

員 

身に付けさせたい資質と能力を明確に

し、ねらいを明確にした指導と評価を

行っていますか。 

分析 

・児童では学習を振り返ることができていると「そう思う／ややそう思う」が増えてきていることから振り返りをど

の教科・行事において振り返りが習慣化してきています。しかし、今年度ノートを持って帰ることが少なかったこと

から、学校での振り返りの習慣はさらに見えにくくなっていたように思います。 

今後の方向性 

・振り返りを書くことが定着してきているので、学年などを中心に教材研究を併せて行い、授業の適切な場面で振り

返りを行うなど、活用の仕方やねらいを職員間で確認し、児童の学びの質を向上していきます。また、学習した積み

重ねが伝わるように、学習の軌跡がわかるプリントやノートなどを持ち帰るようにしていきます。 

 

 

 

そう思う66.7%      ややそう思う22.9%  

そう思う48.4%  ややそう思う37.9% あまり…9.2%  

そう思う24.5%  ややそう思う58.2%  あまり…12.2%  

そう思う46.5%   ややそう思う43.8%  あまり5.5% 

そう思う59.5%    ややそう思う38.1% 

そう思う42.9%  ややそう思う57.1%  



６ 

 

児 

童 

（低）めあてをもって進んで学習し、

最後まであきらめずに問題に取り組ん

だり、作品を作ったり、練習したりし

ていますか。 

（高）学習のめあてを意識して、課題

や問題に進んで取り組んだり、最後ま

であきらめずに考えたり、やり方を工

夫したりしていますか。 

保 

護 

者 

学校は、授業のめあてを意識して主体

的に学習できる授業づくりに努めてい

ます。お子さんは、自分から課題に取

り組んだり、最後まであきらめずに取

り組んだりしていると思いますか。 

教 

職 

員 

自分が担当する児童の学習状況を見取

り、主体的に学習に取り組めるよう、

指導計画を考えたり授業準備をしたり

していますか。 

分析 

・今年度の校内研究では生活科と総合的な学習の時間を通して「進んで学び合う子」の実現を図ってきました。特に

地域素材を扱うなど児童が興味関心をもてるような課題と手立てを多く取り入れた学習を展開し、その他の教科でも

同じような学び方を展開することで児童たちの学びの姿勢を身につけることができてきたと考えます。 

・保護者においてはスポーツフェスティバルや授業参観が行われたことで、学校での学びの姿を少し理解していただ

いたように思います。 

今後の方向性 

・１５０周年を控え、教員の地域との関わりや意識の高まりが感じられ、校内研究の生活科や総合的な学習の時間の

教材研究ができ、また他の教科においても学び方の定着という点で大きな成果を得ることができたと考えます。 

・今後は授業参観や学習成果を見てもらうなどの機会を通して、保護者の方々に児童の頑張る姿や学びの過程を示せ

るようにしていきたいと思います。児童が学び方を理解し、意欲をもてるような課題や手立てを取り入れて学習を充

実させていきたいと考えています。 

 

７ 

児 

童 

（低）人の話をしっかり聞き、感想を

言ったり質問をしたりすることができ

ますか。 

（高）人の話を聞くとき「その人の伝

えたいこと」が分かり、自分の考えを

もつことができますか。 

保 

護 

者 

学校では、友だちとの学び合いを大切に

しています。お子さんは、大切なことを

聞き取ったり、自分の思いを書いたり話

したりすることができていると思います

か。 

教 

職 

員 

児童同士の関わりの中で伝え合いを通

して、気付く、広げる力を育てること

を意識して指導を行っていますか。 

分析 

・保護者、児童の回答で約80％が「そう思う／ややそう思う」と答えています。学年の内訳を見てみると、高学年に

向けて値が高くなっていました。学校として継続的に表現力の育成を図ってきたことで、学年が上がるにつれて伝え

合いに必要なスキルが高まっていることに加え、相手意識をもつことができるようになってきたと考えられます。 

・保護者は「あまり思わない」と回答している割合も高いことがわかります。相手の話を聞いて自分の考えをもつこ

とはできても、日常を含めてそれを発信する部分に課題が見られることが伺えます。 

今後の方向性 

・今後も継続して協働的な学びを多く取り入れることで、大切なことを聞き取り、そこから自分の思いや考えをもつ

力を育んでいきます。そして、GIGA端末も活用しながら、話し合いにだけにとどまらない多様な交流の方法を取り入

れ、考えを表現することへの意欲を高めていきます。 

・学習で培った自分の考えをもったり伝え合ったりする力を実生活でも生かしていけるように指導をしていきます。

また、授業参観や学校行事等で児童の学び合いの様子を見ていただく機会を設けていきます。 

 

そう思う55.8%   ややそう思う33.4% あまり…6.3%  

そう思う51.7%   ややそう思う35.8% あまり…7.3%  

そう思う27.6%  ややそう思う51.5%  あまり…14.4%  

そう思う23.7%   ややそう思う48.5%  あまり…21.5%  

そう思う54.8%    ややそう思う45.2%  

そう思う61.9%    ややそう思う35.7%  



豊かな心  認め合い 助け合う子 

８ 

児 

童 

どの友だちも大切にして、同じように

助けたり、優しい言葉をかけたりして

いますか。 

保 

護 

者 

学校では、共生＊共育プログラムや道

徳を通して、子ども同士の関わりを大

切にしながら望ましい人間関係の形成

に努めています。お子さんは他者の気

持ちを考えた行動が身に付いてきてい

ると思いますか。 

教 

職 

員 

授業や学級活動などで友達と助け合っ

た場面を価値づけ、一人ひとりが温か

い人間関係を築けるよう指導していま

すか。 

分析 

・児童の約90％が「そう思う／ややそう思う」と回答しています。自己理解・他者理解等について学習するかわさ

き共生＊共育プログラムや、道徳の授業、市が推進している人権尊重教育を計画的に実施していることで、学習の

積み重ねができていると考えます。 

・保護者は昨年度より児童同士の関わり方を目にする機会が環境的に増えてきたことで、児童の発達段階に応じた

関わり方を把握できたと考えられます。 

今後の方向性 

・相手が安心したり、大切にしてもらっていると感じたりする関わりがどのようなものなのか、年間を通して指導

しています。また引き続き、他者に対して温かい関わり方ができた時に、タイミングを逃さず教師が価値付けを行

っていきます。 

・かわさき共生＊共育プログラムや人権尊重教育を授業参観等で実施し、学校で行っている指導をより多くの保護

者の方に知っていただけるように努めます。 

 

 

 

９ 

児 

童 

学校生活をよりよくするために、当番

や係・委員会などの自分の役割を進ん

でおこなっていますか。 

保 

護 

者 

学校では、委員会活動、学級活動、異

学年交流等の中で、子どもたちの自主

的・自立的な態度が育つよう支援して

きました。お子さんは、自主的に学校

生活をよりよくしようとする姿勢が育

ってきていると思いますか。 

教 

職 

員 

学校生活の様々な場面で児童が自主的

に活動できる場を設け、自主的に行え

たことを価値付け、さらに意欲をもっ

て取り組めるよう指導していますか。 

分析 

・児童の「そう思う」と回答した割合が、昨年度より増えました。実行委員や係活動など、社会の状況を鑑みなが

らも活動を広げられてきているので、役割を担っていると意識できる場面が増えたのではないかと考えられます。 

・保護者の「そう思う」の回答が約26％と少なくなっています。児童にとって、自主的な活動は日常的なことが多

いため家庭での話題にあまり上がらず、頑張っていても保護者に伝わりにくい面があることが考えられます。 

今後の方向性 

・学校生活をより良いものにしていくための自主的かつ相手意識をもった活動を価値付けし、自ら考え行動できる

ような児童の育成に今後も努めていきます。 

・当番や係活動をはじめ、委員会・児童会活動や異学年交流など、児童が自主的に活動ができるように、状況を踏

まえ、教職員で情報交換を取りつつ取組を進めていきます。またその様子について、個人面談、のびゆくすがた、

学年だより、ホームページ等でお伝えし、保護者にも児童の頑張っている姿が伝わるように努めます。ご家庭で

も、お子さんの頑張りが話題になると嬉しいです。 

 

 

そう思う62.7%     ややそう思う30.2% 4%  

そう思う31.8%  ややそう思う56.8%  あまり8.6%  

そう思う68.5%       ややそう思う26.8% 

そう思う26.3%        ややそう思う49.6%  あまり…17.3%  

そう思う76.2%     ややそう思う23.8%  

そう思う47.6%             ややそう思う50%  



10 

児 

童 

もし気になることや心配なことがある

とき、担任の先生や他の先生に相談す

ることができると思いますか。 

保 

護 

者 

学校では支援教育コーディネーターを

中心とした支援体制の充実を図り、児

童理解を深めることに努めています。

お子さんは、気になることや心配なこ

とがあるとき、担任または教職員に相

談することができると思いますか。 

教 

職 

員 

児童や保護者からの相談を真摯に受け

止め、学年内で情報を共有しながら、

児童の困り感に寄り添った対応ができ

ていますか。 

分析 

・「相談できると思う」と回答している児童が昨年度よりも約15ポイント増加しました。各学年で児童理解を図る

手立てのひとつとして、学年に応じたやり方（本の読み聞かせや学年全体で行う授業形態、交換授業等）で担任た

ちが学級以外のクラスに入り、担任以外の先生たちと交流をする機会を計画的に実施してきたことで、様々な先生

に対して話しかけやすくなるとともに、信頼関係が構築されたのではないかと考えます。 

・保護者の回答では、子どもが教師に相談をもちかけられないのではないかと心配していることが伺えます。 

今後の方向性 

・深い児童理解のためにも今年度のような取組は必要であり、今後も継続して取り組んでいきます。また、日頃か

ら困ったことがあれば、担任や学年の教員をはじめ、支援教育コーディネーターやカウンセラーといった様々な教

職員が児童を見守っていていつでも相談に応じることができることを広報していきます。 

・支援教育コーディネーターを中心とした相談体制の充実を更に図り、保護者からの相談を真摯に受け止め、密に

連携を取りながら解決への道を一緒に模索していきます。また、事案によっては専門機関と連携し、より適切な対

応ができるように努めます。 

・決めつけたものの見方にならないよう、日頃から児童の様子を見守り、児童の様子の変化から状況を察知してい

けるような教職員でいられるように、校内研修等で研鑽を積み重ねていきます。また、学校で起きた事案について

は、保護者にも丁寧に説明を行い、理解を得られるようにしていきます。 
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児 

童 

学習や１５０周年に向けての活動を通

して、地域や学校のことについて興味

をもつことができるようになりました

か。 

保 

護 

者 

学校では、学習や１５０周年に向けて

の活動を通して、学校や地いきのこと

に興味をもつように指導しています。

学校やお子さんから、地域や学校に対

する意識の高まりを感じられますか。 

教 

職 

員 

学習や１５０周年に向けての活動を通

して、地域や学校に興味をもつことが

できるような指導をしていますか。 

分析 

・児童の約85％が「そう思う／ややそう思う」と回答しています。生活科や総合的な学習の時間における学校や地

域を素材とした取組や、来年度迎える１５０周年のシンボルマークの募集、記念歌の完成が、学校や地域に改めて

目を向けることに繋がっていると考えます。 

・保護者の約70％は「そう思う／ややそう思う」と回答していますが、「あまり思わない」は23％あります。１５

０周年に向けての取組はまだ校内にとどまっており、触れる機会が少ないことが理由の一つと考えられます。 

今後の方向性 

・今後も、学校や地域の素材を生かした取組を継続していくとともに、学校や地域を取り上げた学習開発にも力を

入れていきます。１５０周年に向けては、５,６年生による委員会活動などを中心に児童を主体とした取組が始ま

り、学校全体へと広がっていく予定です。活動のさらなる活性化に伴い、児童が学校や地域への思いを高めていく

様子が見られることを期待しています。 

・１５０周年については、保護者や地域と協力しながら準備を進めて参ります。授業参観や行事等で、それらの取

組を見ていただく機会を設けながら、活動を理解していただけるよう努めます。 

そう思う44.7%  ややそう思う32.5%  あまり…12.3%  

そう思う59.6%   ややそう思う25.1%  あまり…7.7%  

そう思う21.2%   ややそう思う47.3%  あまり…22.6%  

そう思う21.7%  ややそう思う43.8%   あまり…22.8%  

そう思う69%    ややそう思う31%  

そう思う21.2%  ややそう思う71.4%  



 


