
学校教育活動についてのアンケート ＊回答数２７家庭 生徒３１人

＊小数点以下は四捨五入なので、合計が 100 ％にならないところもあります。

＊無回答は、｢分からない｣に入れました。 ＊（ ）内は昨年度の割合。

１ 学習指導について

（1） 子どもの学習意欲が向上するよう授業等で工夫していますが、成果があると思い

ますか。

よい ややよい 改善の必要あり 分からない

11 40,7％ 9 33.3 ％ 2 7.4％ 5 18.5％

（35％） （50％） （0％） （15％）

（2）一人一人に応じた学習指導を心がけていますが、基礎的な指導ができていると思いますか。

よい ややよい 改善の必要あり 分からない

13 48.1％ 7 25.9％ 3 11.1％ 4 14.8％

（39％） （46％） （0％） （15％）

（3）学力向上や学習習慣が身につくように、家庭学習の内容や量は配慮されていると思

いますか。

よい ややよい 改善の必要あり 分からない

10 37.0％ 13 48.1％ 1 3.7％ 3 11.1％

（48％） （31％） （14％） （7％）

学習指導についてのご意見をお書きください。

・自分でノートにまとめる力がないと思う。たくさんのプリントを先生がまとめてい

たり、ノートを作っているが、黒板に書いた文字を自分でまとめて書き込む、理解

できているか確かめることも必要ではないか・・？授業中に机を移動、生徒同士の

発表（移動）に時間をとりすぎているように思う。

・授業参観で社会の授業を参観しましたが、大人でも聞いていておもしろく、聞くだ

けでなく参加できる内容がよかったです。テンポが速いと思いましたが、皆よくつ

いていっており、日々の積み重ねができていると思いました。

・ひとりひとりに対してよく見ていてくれていると思います。

・テストなどで赤点をとった場合、休みに補習を開いてくれるのはとてもありがたい

です。子どもは少し嫌がっていますが、親としては、指導してくれるのはありがた

いです。

・わからない所をしっかり教えてくださっている事は感謝しています。

・学校外での塾などがないため本人がどれだけ理解できているのかなど、大丈夫なの

かそのあたりの指導について気になります。

・特定の教科で全く理解できていないものがある。学級の平均が低いものは改善され

たい。

・特にありません。よく勉強できています。

・苦手教科について頑張ろうと思い担当教科の先生に質問すると、すごくよくわかる

まで教えてくださるのでありがたいです。



２ 家庭と学校の連携について

（1） 学校・学級からの通信等により、学校や子どもたちの様子を知ることができてい

ますか。

よい ややよい 改善の必要あり 分からない

23 88.5％ 3 11.5％ 0 0％ 0 0％

（73％） （27％） （0％） （0％）

（2） 子どものことが心配なとき、相談できる体制ができていると思いますか。

よい ややよい 改善の必要あり 分からない

21 77.8％ 3 11.1％ 0 0％ 3 11.1 ％

（65％） （27％） （4％） （4％）

（3） 学校行事等、学校で子どもの活動を見る機会は十分でしたか。

よい ややよい 改善の必要あり 分からない

22 81.5％ ５ 18.5％ 0 0％ 0 0％

（58％） （39％） （0％） （4％）

（4） ＰＴＡ活動(保護者会、河川清掃、親子部活動等)の運営実施は適度ですか。

よい ややよい 改善の必要あり 分からない

21 77.8％ 6 22.2％ 0 0％ 0 0％

（77％） （19％） （0％） （4％）

家庭と学校の連携についてご意見をお書きください。

・なかなか十分に学校のできごとを話してくれないので、通信で学校の様子や子ども

の考えていることがわかり楽しみにしています。

・開かれた学校だと思います。

・ブログで様子がわかるので、楽しみにしています。

・家庭と学校の連携をおろそかにしてはいけないと思いました。

・子どもの様子については、学級通信・保護者会で知らせていただいているので、だ

いたいわかります。でも、部活での子どもの様子がわかると、もっと良いかと思い

ます。

・初の中学校生活、色々あった気がしますが、私自身もとても勉強になったことがあ

り、楽しかったこともありました。子どもの心配事も話しやすい先生方と勝手に思

い話せるのでとてもありがたいです。

・ケガをしたときには、こまめに連絡をいただき、学校での様子がよくわかり安心で

きました。

・学校の通知、前日連絡はあまりにも遅すぎる。先生方で確認願いたい。

・学級の通信やブログは毎回楽しみにしています。津具中のブログは郡内で一番更新

されているんじゃないですか？すごいです。

３ 生徒の生活状況について

（1） 登下校は安全にできていますか。

よい ややよい 改善の必要あり 分からない

19 70.4％ ７ 25.9％ 1 3.7％ 0 0％

（62％） （23％） （8％） （8％）



（2） 地域の人たちに、挨拶ができているでしょうか。

よい ややよい 改善の必要あり 分からない

17 63.0％ 7 25.9％ 0 0 ％ ３ 11.1％

（42％） （46％） （％） （12％）

生徒の生活状況についてご意見をお書きください。

・冬季の登校でケガをする生徒はいないかと心配になります。

・降雪、凍結時の自転車について、家庭でももちろん指導・話し合いをしますが、さ

らなる指導を学校でもお願いします。

・礼儀正しさを身につけられた。

・学校以外でもあいさつしていただきました。津具中の子はちゃんとしているなと思

いました。

・中学生活とにかく頑張っている感じです。一年生は初めての事ばかりで、とても疲

れて帰ってきていました。２年生になったらまた変わってくるかなあと思っていま

す。

・下校時、暗くなって帰ってくるときには、どこかで話しているのかなと心配になる

ときがありました。

・インターネットへの接続できる端末を使用する時間が多くなると、反比例するよう

に成績が下がります。学校・ＰＴＡで使用制限時間を設定した方が守らせやすいと

思います。

・駅伝部で帰りが遅くなる時に、自宅近くまで送っていただいてありがたかったです。

４ 体育的活動について

・今年度の体育大会は見るだけでなく、楽しく参加できました。

・男子の剣道、女子のソフトテニスと選択の余地がありませんが、女子でも剣道を選

択できるとか、小学校では卓球があるので個人競技である卓球部を作るとか、もう

少し選べるとよい。

・駅伝についてはやっぱりまだケガ人が多いかなあと思います。部活（テニス）は活

動日数が多く、病院などに行きづらいと感じることがあります。（部活を休むと番

手が落ちると心配しているため。）また、冬場はスキーもやらせたいけれど、部活

を休ませる（休ませましたが）ことに罪悪感があります。（休みを増やしてほしい

というわけではなく、そう思っているということです。）

・運動が得意がいれば苦手の生徒もいる。苦手な生徒も一緒に頑張れる空気があるの

が良いと思う。

・体育活動を見学する機会がたくさんあって良いと思います。どの活動も、津具中の

生徒が真剣に取り組む姿にいつも感心しています。

・本当によく頑張っていたと思います。駅伝は、はじめはつらいだけと・・みたいに

言っていたのが、・・・。

・夏休み中で、午前は駅伝、午後はテニスと１日部活が続くのは大変だと感じました。

部活は大事な活動だと思いますが、家族と過ごす時間がもう少しとれるといいと思

います。

・いつも全力でがんばっている様子が伝わってきます。けがだけ気をつけてほしいで



す。

・少人数ですが、よく頑張っていると思います。

・駅伝の練習も良いと思いますが、部活動も強くうまくなりたいと思う人もいると思

うので、そちらも大切にしてもらいたいと思います。

・テニス、剣道ともに生徒の向上心には満足。

・競い合ってともに伸びていこうとする雰囲気ができていて良いと思います。

・体育大会は、毎年楽しく参加させてもらっています。

・部活動は、先生方が熱心に指導してくれるので、ありがたく思っています。本人の

モチベーションや責任感が高くなって良いと思います。

・子ども達の頑張る姿にいつも感動をもらっています。部活動はもちろん個人でも、

それぞれ頑張っている姿が見られ、すばらしいなぁと思います。そのように頑張っ

た子ども達をたたえはげます姿が、津具中はすばらしいと思います。

・駅伝は、全員駅伝の言葉のとおり、全員で戦った感があり、とても良かったです。

５ ふるさと学習について

ふるさと学習（春の遠足、郷土合宿、国内研修、偕楽園訪問等）についてご意見をお

書きください。

・つぐ、地元を｢歩く｣という機会があまりないのでよい機会であると思います。

・家族で"旅行"はしますが、学びの機会として東京に研修に行き、有意義な体験をさ

せていただきありがたいと思います。

・主要な行事のほかに、情緒的な面を育てるために大切な学習で、この行事によって

成長した部分がたくさんあったと思います。

・サマーセミナーではお友達もできて、今でも文通をしていて、とてもいい事と思い

ました。

・偕楽園訪問は、お年寄りの方々とふれあう事はとてもいい事と思います。偕楽園で

お仕事されている方々もとても喜んでいました。

・とってもいい経験をさせていただいて感謝しています。

・校外での学習は、子どもも楽しみにしています。今後も続けてください。

・いい経験だと思います。

・偕楽園訪問、お年寄りとふれあう子とが少なくなっているので、ぜひ続けていって

ほしいです。

・例年通りで問題なしと思います。

・良くも悪くも、今の津具を理解し、良いところを認識する良い機会だと思います。

・郷土の歴史や温かさに触れ、津具を愛する心をしっかり養えていると思います。

・合唱発表会は招待状を出したり、ポスターを貼ったりと工夫されていました。その

おかげで、初めて合唱を聴いた人も多くいたようです。津具中の合唱のすばらしさ

が伝わったようで、「来年も必ず」とか昔の卒業生からは「校歌が聴けてうれしか

った」と言っていただきました。今後、人数が減っても続けてもらいたい伝統だと

思いました。

６ その他

学校教育全般について、ご意見をお書きください。地域の方のご意見や感想でもかま

いません。



・朝早くから夕方遅くまで、熱心にご指導いただき感謝しております。

・とてもいい雰囲気の学校で、私も誇りに思っています。子ども達も伸び伸びやって

いますし、発言もできます。設楽中の保護者から「うちの子も津具中に通わせたい」

という人がいたくらいです。すごく先生方が見てくれるので安心して学校に出せま

す。ありがとうございます。今後も「子どもが自治できる」姿が見られる学校であ

ってほしいと思います。

・中学生の子たちは礼儀正しく、さわやかなあいさつができる。

・悪い思いは１つもありません。私がとてもおもしろいと思ったのは、誕生日カード

です。他にも色々な事をしているみたいなので、すご～くおもしろい感じです。（子

供の話から）合唱発表会は私達も、地域の方々も、感動したという思いです。

・部活動以外にもスポーツを行っている子もいるので、本人が部での立場を踏まえた

上で、本人の意志で部以外の試合に出場したい場合は少し配慮してもらえたらと思

う。

・合唱コンクールの取組について：ステージを見た方から何人も「涙が出ました・・」

と温かいお言葉をいただきました。とても心に響き渡るすばらしい歌声に本当に感

動しました。これからも津具中のすばらしい合唱を続けてほしいと思いました。部

活動の取組にも感心しました。少ない人数でもみんなで全力で向かっていく姿は本

当にすばらしいです。駅伝もあと一歩県大会に及ばず・・でしたが、すばらしかっ

たです。"県大会へ!!"との意識の中、テニスとの併用は難しいものがあるのでは・

・と思いました。目標に向かって行く中で、二足の草鞋は子ども達にとって切り替

えがとても難しいのではと感じました。ほぼ毎日更新される津具中ブログのおかげ

で、より一層学校の様子がよくわかり、とても楽しみにしています。先生方の温か

い指導に本当に感謝しています。


