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　　　　　　平成３０年度からの学校生活に関するアンケート（保護者用）
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四條畷市教育委員会
　今年度から南中が休校となりました。それに伴い、畷中は新たな校区となって新学期が始まり、現在に至って
います。そこで、皆様の思いや考えを伺い、今後の南中のあり方を含む四條畷市の教育環境整備計画をより良い
ものとするための資料として、本アンケートを実施することといたしました。 つきましては、下のアンケートに
ご記入いただき、学校にご提出ください。アンケートの趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますよう重ねてお
願いいたします。なお、設問によって「全保護者対象」と「南中より転籍となった生徒の保護者、南小または東
小卒業の生徒の保護者のみ対象」がありますので、ご注意ください。

答え方は、あてはまる場所のマーク  をぬりつぶして答えてください。
: 空白マーク : 正しいぬりつぶし : 不十分なぬりつぶし

文で書くところは、わくからはみ出さないように書いてください。
この用紙は機械で読み取ります。マーク以外に書き込みをしたり、紙を汚したり、折り目を付けたりしないよ
うにしてください。

【全保護者対象です】あなたのお子様についてお答えください。
(1) お子様は何学年ですか。

１年 ２年 ３年

(2) お子様が卒業した小学校はどこですか。

四條畷小 四條畷南小 忍ケ丘小 四條畷東小 その他

(3) お住まいはどの地域ですか。

南野一、二、四丁目 南野三、五、六丁目 雁屋 楠公 米崎町

塚脇町 大字中野 中野新町 中野一、二丁目 中野三丁目

中野本町 大字清瀧 清滝中町 清滝新町 大字岡山

岡山 岡山東

　
【全保護者対象です】新たな校区となった四條畷中学校でのお子様の学校生活について保護者からどのように感
じていますか。
(4) 新しい友達が増えた

大変そう思う どちらかといえばそ
う思う

変わらない どちらかといえばそ
う思わない

そう思わない

(5) 授業が楽しい

大変そう思う どちらかといえばそ
う思う

変わらない どちらかといえばそ
う思わない

そう思わない

(6) 学校行事が活発

大変そう思う どちらかといえばそ
う思う

変わらない どちらかといえばそ
う思わない

そう思わない

(7) 学校に行くことが楽しみ

大変そう思う どちらかといえばそ
う思う

変わらない どちらかといえばそ
う思わない

そう思わない

(8) クラブ活動が活発

大変そう思う どちらかといえばそ
う思う

変わらない どちらかといえばそ
う思わない

そう思わない

(9) たくさんの友だちと交流

大変そう思う どちらかといえばそ
う思う

変わらない どちらかといえばそ
う思わない

そう思わない

(10) 学校の施設が快適

大変そう思う どちらかといえばそ
う思う

変わらない どちらかといえばそ
う思わない

そう思わない
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【南中より転籍となった生徒の保護者、南小または東小卒業の生徒の保護者のみ対象です】
　　お子様の通学方法について、お答えください。
(11) 現在の通学手段についてお答えください。

徒歩 徒歩・路線バス（近鉄バス） 徒歩・鉄道（ＪＲ）

(12) 通学時間についてお答えください。

１５分以内 １５～３０分 ３０～４５分 ４５分以上

　
【南中より転籍となった生徒の保護者、南小または東小卒業の生徒の保護者のみ対象です】
　　通学路について、お答えください。
(13) 横断歩道や歩道が整備されている

大変そう思う どちらかといえばそ
う思う

変わらない どちらかといえばそ
う思わない

そう思わない

(14) 登下校時、安全管理員に見守られている

大変そう思う どちらかといえばそ
う思う

変わらない どちらかといえばそ
う思わない

そう思わない

(15) 防犯カメラが整備されている

大変そう思う どちらかといえばそ
う思う

変わらない どちらかといえばそ
う思わない

そう思わない

　
【南中より転籍となった生徒の保護者、南小または東小卒業の生徒の保護者のみ対象です】
　　畷中への転籍に対する不安について、お答えください。
(16) 学校になじめている

不安がなかった 不安があったが、解消できた まだ不安がある

(17) 授業について

不安がなかった 不安があったが、解消できた まだ不安がある

(18) クラブ活動について

不安がなかった 不安があった、解消できた まだ不安がある

(19) 通学について

不安がなかった 不安があったが、解消できた まだ不安がある

(20) 友だち関係について

不安がなかった 不安があったが、解消できた まだ不安がある

(21) 校則について

不安がなかった 不安があったが、解消できた まだ不安がある

(22) 経済的負担について

不安がなかった 不安があったが、解消できた まだ不安がある

　
(23) 【全保護者対象です】現状を踏まえて、今後どのようなことを望みますか。（複数回答可）

安心、安全な校舎 教員の指導力 防犯対策 多くの子どもとの交流

通学距離 少人数指導の充実 英語教育 ＩＣＴ環境の充実

小中連携・一貫教育

　
(24) 【全保護者対象です】その他ご意見があればご記入ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アンケートは以上です。ご協力、ありがとうございました。
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