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 余寒の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。また、日

頃は、本校の教育活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

 「学校をよりよくするために」のアンケートには、たくさんのご回答をいただき、貴重

なご意見をお聞かせいただきまして、心より感謝申し上げます。アンケートの結果につき

ましては、考察を重ね、今年度の教育活動の取組みの成果と課題を検証する貴重な資料と

させていただきました。  

 さて、小中一貫教育校『千里みらい夢学園』が開園して９年が経過しようとしていま

す。この間、①小６生の金曜日登校、②学力向上の取組み、③高校との連携、④英語教育

の充実、⑤地域との連携を中心として取り組んでまいりました。これらの成果と課題を踏

まえ、さらに充実した小中一貫教育を推進していくために、教職員一同努力してまいりま

すので、保護者の皆様には引き続きご支援、ご協力をお願いいたします。 

 なお、アンケートの結果につきましては、「学校評価説明会」にて詳しく説明させてい

ただきたいと考えております。お手数をおかけいたしますが説明会にはこの資料をご持参

のうえ、ご参加いただきますようお願いいたします。 

 

★｢学校アンケート結果説明会｣2月 28日(金)午後 3時 30分～午後 3時 50分 於:視聴覚室 

＊ＰＴＡ総会（午後４時開始）の前に行います。 



令和元年度「学校をよりよくするために」結果のまとめ

Ⅰ．小中共通質問項目について

【小中一貫教育にかかわる内容について】

１．小中一貫教育の良さを感じる場面がありますか。

2018 78.9% 86.7% 79.5% 70.6%

2019 75.3% 79.4% 83.3% 63.2%

２．金曜日に中学校へ行くことは、自分にとって役立つと思いますか。（児童・生徒調査）

2018 78.8% 76.7%

2019 88.9% 69.0%

2018 91.7% 81.4%

2019 96.8% 75.3%

３．金曜日登校で中学校の先生に教えてもらうことはよかったですか。（児童・生徒調査）

2018 91.7% 91.9%

2019 95.2% 84.6%

2018 93.9% 86.4%

2019 92.1% 76.5%

４．小中一貫教育の中で、どのような取り組みをしているか、わかりやすく説明されていますか。（保護者調査）

2018 89.1% 89.5% 78.4%

2019 89.2% 86.2% 74.1%

）

　学年ごとにバラつきはあるものの、大半の生徒が小中一貫の良さを感じてくれています。小中一貫の取り組みが

定着してきて、子どもたちの中で当たり前になってきているため、その良さを改めて感じる機会が少なくなってき

ていることもポイントが下がってきている原因ではないかと考えています。

児童 千たけ小 肯定群 桃山台小 肯定群

生徒 竹見台中 肯定群 （１年生 ２年生 ３年生

肯定群 桃山台小 肯定群

保護者 千たけ小 肯定群 桃山台小 肯定群

児童 千たけ小 肯定群 桃山台小 肯定群

　例年７割を超える保護者の方に取り組みを評価していただいています。小中一貫の取り組みが定着し、一定の評

価をしていただいていると感じます。今後も小中一貫の意義やメリットを、しっかり子どもたちや保護者の方々に

お伝えしながら、取り組みを進めていきたいと思っています。

保護者 千たけ小

　昨年度からスタートした、様々な小中の教員や外部の講師による出前授業形式ですが、普段とは異なる場所で、

その都度新しい出会いの中で授業が行われるため、新鮮な気持ちで授業に臨むことができているようです。それが

数値にも表れているように思います。また、多くの保護者の方からも肯定的に評価していただいています。

保護者 竹見台中 肯定群 千たけ小 肯定群 桃山台小 肯定群

　例年同様、多くの保護者の方々から肯定的に受け止めていただいています。さらに学園の小中一貫の取り組みを

知ってもらえるよう、ホームページや学園通信、オープンスクールを活用し、児童や生徒の授業や交流の様子を家

庭や地域に発信していきたいと考えています。

       中学校の先生に教えてもらうことは、子どもにとって意義があると思いますか。（保護者調査）

　　金曜日登校は子どもにとって意義があると思いますか。（保護者調査）



【児童・生徒の交流にかかわる内容について】

１．レクレーションなどの交流行事は楽しいですか。

（意義があると思いますか【中学生】）

レクレーションなどの交流行事は子供にとって意義があると思いますか。（保護者調査）

2018 85.1% 83.7% 88.4%

2019 86.7% 84.1% 75.0%

2018 93.6% 89.6% 88.8%

2019 83.2% 100.0% 83.5%

【児童・生徒指導にかかわる内容について】

１．『学園生活目標』である「あいさつをしよう」「しっかり聞こう」などに、すすんで取り組んでいますか。

（児童・生徒調査）

（保護者調査）

2018 88.3% 94.9% 86.6%

2019 87.9% 90.4% 88.4%

2018 83.7% 83.7% 75.3%

2019 86.8% 84.4% 76.4%

【研究にかかわる内容について】

１、ふだんの授業で自分の考えを発表したり話し合ったりすることがよくありますか。（児童・生徒調査）

2018 83.0% 93.9% 84.9%

2019 81.9% 81.1% 79.1%

桃山台小

児童・生徒 竹見台中 肯定群 千たけ小 肯定群 桃山台小 肯定群

肯定群

 　今年度の交流行事（小小スポーツ・小中レク・クラブ紹介）は有意義だったととらえている児童の意見が多く見られました。とくにクラブ

紹介においては、クラブを意識していなかった児童も「入部したいクラブが見つかった。」「来年の見通しが持ててよかった。」などの感想が

よく見られました。この交流行事は人と人とのつながりだけでなく、中学校生活への見通しにもつながっていると改めて感じました。来年度

以降、各交流行事の活動が目標に沿った取り組みであるか、見直していくべきところはないかなどにも視点をおいて進めていきたいと考えてい

ます。

保護者 竹見台中 肯定群 千たけ小 肯定群

千たけ小 肯定群 桃山台小

児童・生徒 竹見台中 肯定群 千たけ小 肯定群 桃山台小 肯定群

　 　『学園生活目標』である「あいさつをしよう」「しっかり聞こう」などを指導していることを知っていますか。

　肯定群の割合が3校ともに下がりましたが、約80％の数値となりました。今年度は、3校合同で意見を重ね、今ま

での「学びのスタイル」の良さを生かしながら、児童・生徒へのつけたい力を意識したアプローチや取り組みを考

えてきました。今後も、教科領域や学園全体の視点から、教職員の指導力向上につながるような研究体制づくりを

行っていきます。

肯定群

　児童・生徒については３校とも、『学園生活目標』に対して肯定群が90％に近い数値になっています。来年度は

「あいさつをしよう」を３校の重点課題として進めていきます。この学園生活目標の取り組みをより評価してもら

いやすくするために保護者の方のアンケート項目を改善することを検討していきます。

児童・生徒 竹見台中 肯定群 千たけ小 肯定群 桃山台小 肯定群

保護者 竹見台中 肯定群



Ⅱ．竹見台中学校の質問項目について 

【学習や授業に関する内容】 

１．○○の授業はわかりやすく工夫されていますか。（生徒調査） 

国語科：肯定群 96.9％ 社会科：肯定群 95.8％ 数学科：肯定群 88.3％ 理科：肯定群 91.6％ 

音楽科：肯定群 94.1％ 美術科：肯定群 94.9％ 保健体育科：肯定群 91.3％ 技術科：肯定群 72.1％ 

家庭科：肯定群 72.5％ 英語科：肯定群 90.1％ 

どの教科についても約７割以上の生徒が「授業が工夫されている」と実感しています。今後も一層、す

べての教科において、「わかりやすい授業」をめざして授業改善を図るとともに、一人ひとりの学びを支

援してまいります。 

 

２．総合的な学習の時間は得るものが多いですか。（生徒調査） 

    道徳の学習は自分の成長に役立つものが多いですか。（生徒調査） 

総合的な学習の時間：肯定群 79.4％、道徳の学習：肯定群 85.1％ 

約８割以上の生徒が、「得るものが多い」「役立つものが多い」と実感しています。本校の総合的な学習

の時間では実体験を重視したキャリア教育、福祉・ボランティアや進路学習を進めています。また、今年

度から道徳が教科化されましたが、道徳の時間では教科書を中心にしながら、生徒自身の日常生活の振返

りや読み物教材、ＩＣＴ機器等を活用し、道徳的心情を醸成する様々な取り組みを進めています。今後も、

一層多くの子どもたちが意義を感じることができるように、総合的な学習の時間及び道徳の時間の充実を

図っていきたいと考えています。 

 

３．本校の通知表で、子どもの学力や学習の達成状況がわかりますか。（保護者調査） 

肯定群 84.0％ 

肯定的な回答が 85％近くあります。引き続き、保護者の方々には通知表を通じて子どもたちの学

習の状況についてお知らせしていきたいと考えています。 

 

 

【学校生活全般に関する内容】 

１．部活動や生徒会委員会活動が積極的に行われていますか。（生徒調査） 

肯定群 87.5％ 

 肯定的な回答が 85%を超えています。中学生にとって部活動や生徒会委員会活動はとても意義がある

ことだと考えます。今後も生徒が主体的に活躍できる場を、一層充実したものになるよう努力してい

きたいと思います。 

 

２．学校は落ち着いた雰囲気ですか。（保護者調査） 

肯定群 72.8％ 

 昨年度のアンケート結果より、学校があまり落ち着いた雰囲気ではないと思われている保護者の方

が多くなっています。落ち着いた環境でこそ、子どもの学びを大きく支えることができると考えてお

ります。子どもたちが落ち着いた環境で学校生活を過ごすことができる取り組みを、教職員一同進め

ていきたいと考えています。 

 

 



３．先生はいじめや校内暴力など困っていることについて真剣に対応してくれますか。（生徒調査） 

悩みや相談に応じてくれる先生はいますか。（生徒調査） 

    学校は、いじめや困っていることなどの相談に対し、適切に対応していますか。（保護者調査） 

順に、肯定群 86.9％、86.4％、82.0％ 

 子どもへの調査、保護者への調査ともに肯定的回答が昨年度より少し向上しています。学校としては、

子どもたちに真剣に向き合い、様々な取り組みを進めてきております。ただ、先生に相談しにくいと感

じている子どももいるようです。これまで以上に、ご家庭との連携を図り、子どもの様子の把握に努め

適切に対応するとともに、保護者の方々からの相談等にも真摯に対応していきたいと考えています。 

 

４．学級活動や行事などで、自主的に活動する場面があると思いますか。（生徒調査） 

  学級活動や行事などで、子どもが自主的に活動する場面があると思いますか。（保護者調査） 

順に、肯定群 85.8％、85.2％ 

 どちらも肯定的な回答が 85%程度ありました。子どもたちにとってもまた、保護者の方々から見ても主

体的な活動の場が多く実践されている表れであると考えています。今後も、自主的・主体的に取り組む態

度の育成に引き続き努力してまいります。 

 

５．文化祭や体育大会などの学校行事は充実していますか。（生徒・保護者調査） 

  順に、肯定群 86.7％、86.8％ 

学校行事は、子どもの主体性や協調性を培う上でとても大切な場です。今後も学校行事がより充実した

場となるよう、改善していきたいと考えています。 

 

６．先生は、自分のよいところ、がんばらなければいけないところを分かりやすく伝えてくれています

か。（生徒調査）  肯定群 85.2％ 

肯定的な回答が 85％を超えました。子どもたちに対して今後も良いところを認め、改善点を提示して

いくよう、努めていきたいと考えています。 

 

７．学校で子どもたちがどんな様子か、どのような取り組みをしているか知る機会はあります

か。（保護者調査）  肯定群 82.4％ 

肯定的な回答が８割を超えています。オープンスクールや学校ホームページ、学校ブログ、学校だ

より、学年だよりなどを通じて、様々な取り組みや情報を発信してきました。「中学校になってから

も学校の様子がよく分かる」ということを目指して、今後も様々な情報を発信する機会を設定してい

きたいと考えています。 

 

８．学校の中で、ものが壊れたり、汚れたりしたとき、すぐに直してくれていますか。（生徒調

査） 学校の中で、ものが壊れたら、すぐに修繕するなど、施設・設備が整えられています

か。（保護者調査）  順に、肯定群 84.1％、67.6％ 

 生徒への調査、保護者への調査結果に 15%以上の差がありました。設備や備品関係につきましては、

市からの配分予算の中で、予算会議を実施し毎年検討を重ねてきておりますが、予算削減に伴い厳し

い状況になってきています。老朽化によるものもありますが、学校として今後も可能な限り、施設・

設備の充実や改善に素早く取り組んでいきたいと思います。 

 


