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令和元年度

学校評価等保護者アンケート集約結果

秋田県立能代工業高等学校

全日制課程
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秋田県立能代工業高等学校

令和元年度保護者アンケート集約結果

Ａ 調査対象者（保護者）について

あなたの子どもさんの学年（複数学年に在籍の場合は上級生の立場でお答えください）

１年：８５名（８３％） ２年：９２名（９５％） ３年：７３名（６５％）

合計２５０名（８０％）

Ｂ 能代工業高等学校の教育活動について

１．学校は、教育方針を保護者にわかりやすく伝えていると思いますか。

ア, 思う ２５％

イ, どちらかというと思う ５６％

ウ, どちらかというと思わない ６％

エ, 思わない １％

オ, わからない １２％

２．学校は、子どもたちの学校生活の様子を保護者に伝えていると思いますか。

ア, 思う ２２％

イ, どちらかというと思う ４９％

ウ, どちらかというと思わない ２０％

エ, 思わない １％

オ, わからない ８％

３．学校は、保護者からの要望を取り入れていると思いますか。

ア, 思う １３％

イ, どちらかというと思う ３８％

ウ, どちらかというと思わない ６％

エ, 思わない ３％

オ, わからない ４０％

４．学校は、地域の人々と連携して、子どもたちを育てるように努めていると思いますか。

ア, 思う ２１％

イ, どちらかというと思う ４１％

ウ, どちらかというと思わない ６％

エ, 思わない １％

オ, わからない ３０％
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５．学校で行っている次の(1)～(7)の行事や活動について、どのように思いますか。(1)～(7)

のそれぞれについて、ア～ウから選んでください。

ア,今のままでよい イ,見直してもらいたいことがある ウ,わからない

（1）運動会や校内大会などの体育的行事 ア 94% イ 1% ウ 4%

（2）工業祭（文化祭）などの文化的行事 ア 92% イ 4% ウ 4%

（3）修学旅行 ア 90% イ 4% ウ 6%

（4）生徒会活動やホームルーム活動 ア 76% イ 1% ウ 23%

（5）部活動や同好会活動 ア 83% イ 5% ウ 12%

（6）朝読書 ア 84% イ 1% ウ 14%

（7）体験的活動（インターンシップ・ボランティア等) ア 85% イ 1% ウ 14%

６．子どもさんは、学校でどんな時が充実していると言っていますか。

ア, 授業 ２０％

イ, 生徒会活動やホームルーム活動 １０％

ウ, 部活動や同好会活動等 ５３％

エ, 学校行事 ４２％

オ, 休み時間 ３２％

カ, 補習や添削指導 ４％

キ, その他 ２％

７．子どもさんは、授業について、どのような感想や意見を述べていますか。

ア, どの教科もよくわかる ６％

イ, どちらかというと､わかる教科が多い ５２％

ウ, どちらかというと､わかる教科が少ない １８％

エ, ほとんどの教科がわからない ０％

オ, 感想を聞いたことがない ２０％

カ, その他（具体的に書いてください） ３％

８．学校は子どもさんのことを理解してくれていると思いますか。

ア, 思う ２３％

イ, どちらかというと思う ５２％

ウ, どちらかというと思わない ６％

エ, 思わない １％

オ, わからない １９％

９．学校では、いじめの防止や不登校などへの対応について、効果的な指導が行われている

と思いますか。

ア, 思う １８％

イ, どちらかというと思う ２８％

ウ, どちらかというと思わない ６％
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エ, 思わない ５％

オ, わからない ４４％

10．整容（シャツ出し・頭髪・ピアス等）やマナーなどについて、学校の指導をどう思いま

すか。

ア, きびしすぎる １２％

イ, 今までどおりでよい ７６％

ウ, もっときびしくしてほしい ４％

エ, わからない ３％

11．進路について、学校からの情報提供が役に立っていると思いますか。

ア, 思う ３８％

イ, どちらかというと思う ４２％

ウ, どちらかというと思わない ６％

エ, 思わない ２％

オ, わからない １２％

12．学校は、子どもさんの進路達成に向けて効果的な指導を行っていると思いますか。

ア, 思う ２４％

イ, どちらかというと思う ４２％

ウ, どちらかというと思わない ６％

エ, 思わない ３％

オ, わからない ２６％

13．県立能代工業高等学校として、もっと力を入れてほしいと思う分野を三つ選んでくださ

い。

ア,基本的生活習慣の定着 16% イ,わかる授業による学力の向上 38%

ウ,就職指導の充実 31% エ,進学指導の充実 20%

オ,部活動の活性化 21% カ,国際交流の推進 14%

キ,ボランティア活動の推進 14% ク,情報(コンピュータ)教育の充実28%

ケ,心身の健康のための指導の充実 17% コ,学校の施設や設備の充実 27%

サ,社会人による授業や部活動への協力 19% シ,資格取得指導 56%

ス,その他 1%

Ｃ 家庭での生活について

１．日ごろ、子どもさんとどのくらい会話をしていますか。

ア, ほとんど毎日会話をする ７２％

イ, ときどき会話をする ２０％

ウ, ほとんど会話をしない ２％

エ, 会話をしたいができない ６％
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２．どのような事について会話をしていますか。

ア, 進路について ３３％ イ, 授業について １７％

ウ, 社会問題について １７％ エ, 友人について ４０％

オ, 部活動について ４３％ カ, 人としての考え方 ２４％

キ, 家庭内での「行事」について １９％ ク, その他 ９％

３．あなたは、自分の家庭での子どもさんのしつけについてどう思いますか。

ア, きびしい方である ５％

イ, どちらかというときびしい方である ４０％

ウ, どちらかというと甘い方である ３９％

エ, 甘い方である ６％

オ, わからない １０％

４．ご家庭で気をつけていることは何ですか。

ア, あいさつ ５３％ イ, 身だしなみ ２３％

ウ, 帰宅時間 １４％ エ, 言葉づかい ３０％

オ, お金の使い方 ３１％ カ, 携帯電話の使い方 ２３％

キ, エチケットやマナー ３７％ ク, その他 ４％

５．整容指導（シャツ出し・頭髪・ピアス等）については、家庭にもお願いしていますが、

どのように考えますか。

ア, 学校の指導を強化してほしい ５％

イ, 学校と家庭で協力して行うのがよい ８７％

ウ, 家庭の問題であり、学校では特に指導をしなくてもよい １％

エ, 子ども個人の問題であり、家庭でも学校でも干渉するべきではない ２％

Ｄ ＰＴＡについて

１．今年参加したものは、どれですか。

ア, ＰＴＡ総会 １４％ イ, 学年ＰＴＡ １４％

ウ, 学級ＰＴＡ １１％ エ, 授業参観 １８％

オ, 大運動会 ４１％ カ, 工業祭 ３９％

キ, なし ３４％

２．今年、ＰＴＡ総会は土曜日の午後に開催しました。参加しやすい総会の在り方について、

どのようにお考えですか。

ア, 祝日の午後でよい ２％ イ, 土曜日がよい ４２％

ウ, 日曜日がよい １５％ エ, 平日がよい ８％

オ，参加できない ２６％ カ, その他の意見 ４％


