
保護者アンケート記述（1年生） 

番号 コメント 

１ 定期テスト前に子どもが決めた目標を親子で話し合いましたか？  

・目標を立てたが、残念な結果だった。 

・最後までやり遂げる。空欄にしない。 

・中間は様子をみた。期末は勉強の仕方等一緒に考えた。 

・しっかり計画を立ててから勉強するように話し合った。 

・テスト前に自分で目標決めて話しかけてくるので、目標が達成できるように声か

けした。 

・子どもが決めた目標には目を通した。 

・自分なりの目標を立てる。 

・前回のテストを踏まえ、今回はどのくらい頑張りたいかを話した。 

・目標を決めることで、親子でその目標に向かっている感じが強く感じられた。 

２ 定期テスト後、結果を振り返ったり、または頑張りをほめたりしましたか？  

・テスト期間中はやる気が見えなったので結果も悪く、反省させることしかできな

かった。 

・「よくがんばりました。ごくろうさま」と言っている。 

・少しずつ点につながるように励ましている。 

・「○○が悪かった、難しかった」と教えてくれる。その時は「次は○○が張れば

いいやん」と励ました。 

・次のテストに向けてどのようにテスト勉強していくか再確認した。 

・一緒にやり直しをした。 

・やった科目は点が取れ、しなかったのはとれないことがわかった。 

・ほめたかは覚えていないが、結果は確認した。テストに向けて頑張ったことはほ

めた。 

・ものすごく頑張りを認めた。「自分もやればできる、もっと上を目指そう」とま

た次につながった。親としてもその気持ちがうれしい。 

３ 国中マナーモードの「課題優先」を守らせることができましたか？  

・テスト期間中は使用しなかった。 

・ゲームも携帯もない。大人になったら自分で買うように言っている。 

・土日は時間があると言ってゲームをしていた。 

・日頃からほとんどゲーム、インターネットはしていない。 

・テスト前は預かるように決めた。 

・タブレットを時々使用していた。 

・1 時間、動画を見た。次回は守らせたい。 

・親の監視の下、勉強と勉強の合間に息抜きとして 10 分間させた。 

・課題が終わる前に使用していることがあるのでその都度声かけをしているが、完

全ではない。 

・課題を優先していた。 

・テスト勉強期間中のインターネット等は控えるように話し合い決めた。 

・携帯に執着していない。テスト中は全く見ない。 

４ 国中マナーモード「平日 1 時間以内、休日 3 時間以内」を守らせることができまし

たか？  

・平日は 1 時間もしていない。休日はゲームもするが、外でも遊んでいる。 

・していない。 

・油断すると土日は 3 時間以上していた。 



・いつも時間を気にしていなかったので次回からタイマー付きで見ることにした。 

・気づくとそれ以上使っていた。 

・あまりにだらだらしているときは声をかけている。 

・意識して守っていた。 

６ 決まった日に、決まった仕事を（週に 1度は）させていますか、していますか？  

・洗濯物をたたんでいる。たまに掃除を一緒にしている。 

・米研ぎ、洗濯物入れ、洗濯物をたたむ。 

・土日に風呂掃除。 

・風呂掃除、犬の散歩、台ふき。 

・決まった日に決まった仕事はないが、毎日何かしら手伝ってくれる。 

・させるようにしたい。 

・決まった日はないが週に一度は手伝ってくれる。 

７ 親子で朝のあいさつ（「おはよう」等）ができていますか？  

・ちゃんと目を合わせて挨拶している。 

・毎日している 

・朝、バタバタしていて通り過ぎて「おはよう」「いってらっしゃい」のあいさつ 

・必ず子どもからさせるようにしている。「おはよう」と言わない限り、話しかけ

られても聞かない。「おはよう」を言うことを徹底している。 

・毎日「いってきます」のハグをする。 

・子どもからすることは少ないが、互いに挨拶している。 

８ 保護者同士で、互いに声かけしながら学校行事や PTAに参加しましたか？  

・参加している。 

・時間がとれるときは参加している。 

・保護者同士で話をしているが、仕事がどうしても休めず行けない。 

・フル参加を心がけている。 

・日時を確認している。 

９ 朝食を食べさせて、学校に送り出していますか？  

・毎日必ず食べている。 

・朝起きるのが遅くなり、食べずに行くことがある。 

・少しだけどがんばって食べていっている。 

・起きるのが遅く食事を取る時間がないことが多い。 

・最近、朝食の量が増えた。 

・小食だが毎日食べて登校している。 

 

保護者アンケート記述（2年生） 

番号 コメント 

１ 定期テスト前に子どもが決めた目標を親子で話し合いましたか？  

・全然勉強しない。 

・授業中はしっかり聞く、間違った問題はできるまでする。 

・親の目標は高いが、自分にできる限りのことをすると思うのでプレッシャーがか

からないようにコミュニケーションをとっている。 

・大雑把な目標だが立てた。 

・自主的にやっている。 

・なかなかうまくいかない。本人の頑張りを認めてはいるが、結果が出ないのでま

ずは家族会議。 

・前回の反省の元に目標を決めた。 



・親と子どもの目標の不一致。 

・自分で決めている。 

・中間ですごく頑張っている教科があった。そのことをみんなで喜んだ。 

・目標も大切ですが、テスト前の部活動休みが長い。時間がありすぎるのも子ども

にとって遊ぶ方にいってしまう。 

・余り努力が見られなかった。 

・子どもが決めた目標も知らなかった。 

・いつも話し合うが、なかなかやる気を出してくれず困っている。 

２ 定期テスト後、結果を振り返ったり、または頑張りをほめたりしましたか？  

・テストの結果が良ければねぎらいの言葉がかけられるが、悪かったらネガティブ

な方向に行ってしまう。 

・結果が微妙であったので褒めようかどうしようか迷った。 

・テスト後は話し合う。 

・昨年より頑張っているのでほめました。 

・結果が良かったときは一緒に喜び、褒めている 

・結果はどうあれ、頑張っている姿をほめた。 

・間違えたところはしっかり復習をして次回は間違えないようにすることが大事と

いつも話している。 

・平均点以上取ったら褒め、とれなかったら励ます。 

・良くできた科目は褒めた。苦手な教科については次頑張ろうと励ました。 

・テストの答案を持って帰ったときに話している。 

・子どもなりに頑張ったことをほめた。もう少しここはできたかなと、あと２～３

問点数がとれるように励ました。 

・いいところは褒め、頑張りが足らないところは声かけした。 

・ほめたいが結果がわるくてほめられない。 

・結果を振り返っても大して気にしていないのが残念。 

・ゲームばかりしていた結果が出た。 

・数学が苦手なので頑張ろうと話した。 

・結果の振りかえりをしている。 

・良い点数で頑張った教科に対してはほめているが、悪い点が多い。努力が見えな

い。 

３ 国中マナーモードを守らせることができましたか？  

・親の言うことを聞かない 

・パソコン、タブレットを同時に操作し、歌いながら勉強している。 

・気分転換にさせていたが、自分で決めてできていたので良かった。 

・自主的にやっている。 

・音楽を聴くことは許している。 

・よくできている。守れた。 

・仕事から帰ったらゲームをしている。 

・自分でルールを守っているので親から守らせるようなことはしていない。 

・ネットやゲームはしていない。親のスマホを見るくらい。 

・終わってから遊んでいる。課題をしながらユーチューブを見ていたときは叱った。 

・ゲームは持たせていない。 

・テスト期間だけでなく、日常的に課題優先を心がけるよう声かけしている。息抜

き程度にテレビもゲームも許している。長時間は悪いが、勉強ばかりになると集中

力を欠くので適度に使用させている。 



・テスト期間中、本当に未使用者がいるのか？ 

・テスト期間中は守っていた。 

・勉強で使用するなどのいいわけが。 

・テスト期間中ぐらいゲームをせずに勉強に集中すればいいのに、ゲームばかりし

ていた。なおすことができるのか？ 

・何回か使ったがほぼ守れていた。 

・守る意志はあるだが、全くできていない。 

４ 国中マナーモード「平日 1 時間以内、休日 3 時間以内」を守らせることができまし

たか？  

・全然守らない 

・時間を計ったことはないので分からない。3 時間以上はやっていないと思う。 

・決まりよりは長いようだ。ゲームをしているのか、調べ物をしているのかわかり

にくい。部活の動画を見たりしているので時間通りは難しい。 

・自分で考えてやっているので安心。 

・声かけは欠かさない。 

・平日はさせない。土日は 30 分だけ。 

・毎日インターネットもゲームもほとんどする時間がない。宿題、部活、習い事に

頑張っている。 

・親もアプリしているので怒るに怒れない。 

・私がいないときはずっと遊んでいると姉妹から聞いている。 

・ゲームは持っていないが、漫画を読んでいる。 

・学校、部活、帰宅後の自主練、宿題等をやれば、細かく時間をいうつもりはない。

「やることはやる」ということは子どもに言っている。 

・平日 1 時間が守れていないので考えたいと思う。 

・仕事や用事で家にいないので無理。 

・子どもに任せているが、なかなかできない。取り上げると腹を立てる。 

・平日 1 時間は守れているが、休日 3 時間は守れていない。 

６ 決まった日に、決まった仕事を（週に 1度は）させていますか、していますか？  

・掃除をしているが中途半端。 

・できるときにできる手伝いをしている。 

・させてはいるが、全く言うことはきかない。 

・決まってはいないがよくいろんなことをさせている。 

・決まったことはないが、手伝いはする。 

・親より先に帰ったときは洗濯物を取り込んでくれる。 

・以前は月 1 回カレンダーにお手伝いをしてくれる日を自分で決めて○付けし、

実行してもらった。また始めたい。 

・毎日手伝ってくれる。食事の後の食器も自分で洗っている。 

・本当によく手伝ってくれる。 

・いつもさせようとは思っているが親子で三日坊主。 

・週に１度とは決めていないが、親が忙しいとき、自分から進んで手伝ってくれる。 

・どの程度が決まった仕事か分からないが、食事の配膳、片付け、料理等は日常的

にやっている。 

・毎日夕食後、自分の使った皿を洗っている。 

・時間が間に合うときは風呂掃除をしてもらった。 

・家に帰ったらだらだらしている。 

・手伝いはするが、決まった曜日ではない。 



７ 親子で朝のあいさつ（「おはよう」等）ができていますか？  

・毎日挨拶している。 

・反抗期で母親にはしているが、父親にはしていない。 

・朝は機嫌が悪く、取り合ってくれない。 

・特に気にかけていない。させた方がいいのか？ 

・親の手伝いは自主的にする。 

・決まった仕事はあるが、部活動で帰りが遅くなったときは別の仕事を頼んでいる。 

・日頃からコミュニケーションできている。 

・必ず第一声は「おはよう」 

・笑顔であいさつする。 

・なるべく朝のあいさつは心がけている。 

・「おはよう」「おやすみなさい」は言えている。 

・声が小さいし、自分からはしない。「うざい」みたい。 

・しようと思うが、朝から機嫌が悪い。 

８ 保護者同士で、互いに声かけしながら学校行事や PTAに参加しましたか？  

・もちろん。 

・毎回というわけにはいきませんが、スケジュールが合えば出かけている。 

・特に声かけを意識したことはない。 

・ほとんど自主的に参加している。 

・できる限り参加を心がけている。 

・仕事で出席できない。 

・知り合いがいない。保護者で仲の良い人はいない。一緒に行ける人はいない。参

加していない。 

・できていない。 

・よく話している。「いこうね」とか「いくな」とか、行けない人がいたら「聞い

ておくね」など助け合っている。感謝。 

・参加したいが仕事の関係でどうしても行けないことが多い。  

・声かけは特にはしていないが、PTA や活動には参加している。 

・なるべく学校行事に参加するように心がけている。 

・連絡情報をいれてくれるので参加している。 

９ 朝食を食べさせて、学校に送り出していますか？  

・食べさせようとしても本人が食べない。 

・あたりまえ。 

・朝食は必ず食べるようにしているが、ワンパターンになってしまうのでメニュー

の提案をしてくれるとうれしい。 

・親の責任。 

・時々食べていない。（朝の準備や宿題が終わっていない場合など） 

・親は先に出るが、食べていると思う。 

・朝食はしっかり取らせている。 

・早起き、朝ご飯はしっかりとできている。 

・成長期なのでメニューを考え、努力したい。 

・よく食べる。 

・食べない日はない。朝から食欲がある。 

・だんだん食欲がない。ダイエットととか口にしている。 

・朝食を食べないと元気が出ないので食べさせる。 

 



保護者アンケート記述（3年生） 

番号 コメント 

１ 定期テスト前に子どもが決めた目標を親子で話し合いましたか？  

・子どもに任せている。 

・子どもが目標をたてることを知らなかった。 

・前回よりは順番を上げることを目標とした。 

・子どもが計画表を提示してくれ、確認した程度。 

・平均点を○○点以上という目標にしている。 

・毎回テスト前に目標に近づくよう話をしている。 

・まだ、目標が定まらない。 

・主要５教科の平均点、期末テストは美術、音楽、保体、家庭、技術での平均点に

ついて目標を話し合って決めている。具体的な目標順位も同様に。 

･前回の順位や平均点を下回らないように話をしている。 

・自分でしっかりと計画を立ててできていたので、親が口出しする必要がなかった。 

・テストで平均以上取るように頑張る。勉強中は集中する。 

２ 定期テスト後、結果を振り返ったり、または頑張りをほめたりしましたか？  

・ほめている。 

・一番大事なことなので毎日振り返り、話す。 

・平均点を重視し、内容はどうあれ、順位が上がっていればほめている。教科のの

びをチェックしたりもしている。 

･できなかったところをどうするか話をしている。 

・成績が落ちたときは何も言わず、印鑑を押すときに一言書くのが子どもへのメッ

セージになっていた。 

・中間テストは頑張っていたので褒めた。 

・言ってもきかない。 

・ほめることがほとんどない。会話はした。 

・うまくいった教科でも、そうでなかった教科でもフィードバックし、何故そうな

ったのかを振り返っている。やり直しノートを作成し、理解するようにしている。

これまであえてほめることはしなかったが、「お疲れ様、頑張ったね」の一言を言

うようにした。 

・目標が達成できて親子で喜んだ。 

・良い点、悪い点があり、本人もそれを喜んだり、悔やんだりしていた。苦手なり

に頑張っていたと思う。 

・だいたい目標にしていたことができたのでほめた。 

３ 国中マナーモードを守らせることができましたか？  

・自分できちんと守っている。 

・本人に任せているが、セーブしているようだ。 

・課題優先は守れていないが、テスト期間は守れている。 

・課題が終ってから寝る前に少ししている。 

・本人の意志があり、難しい。 

・今回のテストから実行する。 

・利用していない。 

・テレビをみてしまう。 

・テスト期間中、ゲームはしない約束をしている。 

・勉強する前後に触っていた。期間中は使用しないは守れていない。「勉強しなが

らさわっていないからいい」と子どもが言っている。 



・日頃から自宅にゲーム機を置かないようにしている。（祖父母宅に置いている。） 

・ネットを見ながら課題をすることが当たり前になっていて、言ってもダメ。 

・本人任せではっきりわからない。 

４ 国中マナーモード「平日 1 時間以内、休日 3 時間以内」を守らせることができまし

たか？  

・本人に任せている。 

・だらだらするときがある。 

・再確認した。 

・テレビを見ている時間が時々気になる。 

・インターネットは何か調べ物をしているときのみで、ゲームをしている余裕はな

い。 

・インターネットゲームはしていない。 

・全然守れていない。 

・インターネットの環境がない。 

･親が仕事の時は守れていないと思う。 

・暇ならネットを見ている。 

・平日３時間、休日８時間ゲームをしている。 

６ 決まった日に、決まった仕事を（週に 1度は）させていますか、していますか？  

・決まった日に決まった仕事ではないが、ほぼ毎日何かしら手伝いをしてもらって

いる。 

・よく手伝う。 

・できるときにできることをさせている。 

・テストが終わったら話し合う。 

・水曜日に洗い物、片付け。 

・毎日してくれる。 

・決めているが守れていない。 

・風呂掃除をしている。 

・言わないとしない。 

・全くしない。 

・たまに靴を洗ったり、自分の部屋の掃除をしたり良くしている。 

・部活動も引退したので、これからは家のために自分でできることを毎日１つはし

ようと話している。ちゃんとできるように見守りたい。 

・決めているが、声かけしても全くしない。 

・曜日は決まっていないが、週に１回は必ず、茶碗を洗っている。 

・特にさせていない。 

・姉と交替で風呂掃除と朝のゴミ出しをさせている。 

・兄妹の順番で洗い物、洗濯物をたたむ、米を研ぐ、風呂掃除をさせている。（金、

土、日、祝日） 

・なかなか決まった仕事ができない。本人が行ってきたことはしてもらう。親も余

裕を持つようにしている。 

７ 親子で朝のあいさつ（「おはよう」等）ができていますか？  

・朝に限らずあいさつは大事である。 

・朝だけみんな家族がそろうので、なるべくたくさん会話するように心がけている。 

・朝の挨拶は基本である。 

・おはよう、ただいま、おやすみ、必ずしている。 

・必ず先に「おはよう」といって起きてくる。 



・言わないとしない。 

・するようにした。 

・おはよう、いってきます、おやすみはできている。 

・朝の挨拶は小学校の頃からきちんとできている。 

・あいさつはしていが、親からの一方通行の場合がある。 

・子どもからの挨拶が少ない。 

・するときあり、保護者からの声かけをするときもあり。 

・こちらより先に「おはよう」と元気よくあいさつしてくれる。 

・毎朝習慣になっている。 

８ 保護者同士で、互いに声かけしながら学校行事や PTAに参加しましたか？  

・仕事の都合もあるので主人の参加は難しい。 

・行けるときに行く。 

・会ったついでに会話したり、LINE などで会話する。 

・声かけしていないが、学校行事や PTA には参加している。 

・小学校からのつきあいのある人だけ。（参加する人が決まっているので） 

・いつも一緒に行く保護者の人とは声を掛け合って参加している。 

・行事や PTA には参加しているが、声かけはしていない。 

・声かけしている。一緒の仕事をしているので、無理のないように参加している。 

９ 朝食を食べさせて、学校に送り出していますか？  

・朝、一番食欲がある。食べない日はない。 

・どんなに早くても必ず食べて家を出る。 

・朝食抜きは１日たりともなく、必ず家族で食卓についている。 

・登校時は食べる。 

・寝坊したとき以外は何かしら食べている。 

・食べない日は１日もない。 

・毎朝つくっているが、食べないときがある。 

・くだものなど何かしら食べさせている。 

・必ず食べさせるようにしている。 

・本人も朝食を取るのは当然と考えている。何があろうと朝食は取って学校へ行く。 

・毎朝必ず食べている。 

 


