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資料３

（ ）生活科アンケート集計 調査人数１９人

実態把握の窓

〈関〉関心・意欲・態度〈思〉思考・表現〈気〉気付き

①おてつだいはすきですか 〈関〉。

すき１６人 きらい３人

②おてつだいをしていますか 〈関〉。

まい日 ときどき たのまれたとき あまりしない

４人 ５人 ９人 １人

↓ ↓ ↓

↓どんなことですか

布団敷き・洗濯たたみ どんなことですか・

玄関掃除・ふろ掃除 ・玄関そうじ・皿洗い・

米洗い・配膳 ・そうじ・料理・米洗い・

③おてつだいをする「わけ」をおしえてね 〈気〉。

・母が忙しそうだから・きれいにしたい・おこられる

・家の人が喜んでくれる・きれいにしたい・楽しい

・すき・時間がある

④おてつだいをしているときの 「きもち」はどんなで

すか 〈気〉。

母が喜んでくれてうれしい ・楽しい ・すっきりする・

うれしくない・

⑤おてつだいをあまりしないのは どうしてですか。

〈気〉

・遊びたいから

⑥おうちのせいかつの中で 大へんだなあとおもうしご

とはどんなことですか 〈思〉。

・洗濯・掃除・食事の準備・皿洗い・畑仕事・草取り

⑦これからどんなおてつだいをしたいとおもいますか。

〈 〉思

皿洗い８ 風呂掃除５ 玄関やトイレや部屋掃除６・

料理４ 米洗い３ 布団敷き１ ペットの世話１・
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。〈 〉⑧かぞくといっしょにすごすじかんはありますか 気

・毎日ある３ ・休みの日にある７ ・あまりない９

⑨かぞくいっしょに どんなことをしますか 〈思〉。

・食事・会話・テレビ・スポーツ・トランプ・つり

・ゲーム

⑩まいにちのがっこうでのことなど かぞくにおはなし

していますか 〈関〉。

よく話す２人 少しなら話す７人 あまり話さない 人１０

↓ ↓ ↓

どんなことをはなしますか わけをかいてね

勉強６人 遊び２人 時間がない５人

給食１人 親が忙しそう５人

⑪かぞくといっしょにはなしたり なにかをしたりする

。 、 「 」ことはすきですか また そのときはどんな きもち

になりますか 〈関 〈気〉。 〉

○すき１９人 △すきではない０人

楽しい７人 うれしい７人 もっとだっこして２人

もっといっしょにいたい３人 もっと甘えたい２人

。〈 〉⑫かぞくと これからどんなことをしたいですか 思

旅行５人 料理３人 運動３人 トランプ２人

ゲーム２人 魚釣り１人 絵描き１人 一緒にご飯１人

⑬かぞくのじまんがあったら おしえてね 〈関〉。

父１１人 母２人 祖父母７人 兄１人 全員５人

⑭あなたはかぞくのことを どうおもいますか 〈気〉。

大好き５人 もっと兄弟がいるといい６人 すき３人

いい人１人 やさしい３人 もっと一緒にいたい１人

もっと家にいてほしい１人
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活動前アンケート 分析結果（学級全体の分析） 調査人数１９人

お手伝いに関して アンケート ３点 ２点 １点 平 均Ａ Ｂ Ｃ

項目番号 十分満足 概ね満足 努力を要す

関心・意欲・態度 ① ② ８人 ８人 ３人 ２．３

思考・表現 ⑥ ⑦ ５人 ９人 ５人 ２．０

気付き ③④⑤ ２人 １２人 ５人 １．８

団らんに関して アンケート ３点 ２点 １点 平 均Ａ Ｂ Ｃ

項目番号 十分満足 概ね満足 努力を要す

関心・意欲・態度 ⑩ ⑬ ５人 １２人 ２人 ２．２

思考・表現 ⑨ ⑫ ５人 ８人 ６人 １．９

気付き ⑧⑪⑭ ３人 ７人 ９人 １．７

活動後アンケート 分析結果（学級レベルで全体分析） 調査人数１９人

お手伝いに関して Ａ ３点 Ｂ ２点 Ｃ １点 平均

関心・意欲・態度 １６人 ３人 ０人 ２．８

思考・表現 １４人 ５人 ０人 ２．７

気付き １７人 ２人 ０人 ２．９

団らんに関して Ａ ３点 Ｂ ２点 Ｃ １点 平均

関心・意欲・態度 １９人 ０人 ０人 ３．０

思考・表現 １３人 ６人 ０人 ２．７

気付き １２人 ７人 ０人 ２．６
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資料４ 保護者向けアンケート

生活科アンケートのお願い

皆様お元気ですか。いつもご協力いただきありがとうございます。さて「みんな だい

すき」と題して生活科の活動を進めていきます。家庭や家族と自分との関わりについて考

え学んでいく活動です。

【ねらい】

● 家庭での自分の生活に目を向け、家の人といっしょに遊んだり仕事をしたりして、そ

の楽しさを実感することができる。

● 家庭が楽しくなることや家族の笑顔が増えることを考えたり、仕事を分担したりして

自分の役割を積極的に果たすことができる。

● 家族や家庭のよさや、自分ができるようになったことに気づくことができる。

子供たちと話し合いながら、楽しくそして確実に家庭の一人としての自覚ができる活動

を考え進めていきます。そこで、お忙しい中お手数をおかけいたしますが下記のアンケー

トにご記入くださいますよう、よろしくお願いいたします。

①お子さんには毎日決まったお手伝いがありますか

ある ない （どんな内容ですか）

・休日等不定期でのお手伝いがありますか ある ない

・お手伝いをやらせている理由は何ですか

・お手伝いにはどんな素敵なことがありますか

②これから先、お子さんにやらせたいと思ってみえるお手伝いは、どんなことですか

③お忙しい毎日と思いますが、ご家庭でお子さんを交えての団らんの時間はありますか

毎日ある 休日など時々ある ない （どのくらいありますか）

④団らんの内容はどんなことですか

⑤お子さんといっしょにやりたいことは、どんなことですか

⑥家族の一人として、お子さんにどんな子になってほしいですか

⑦家族の人数をおしえてください

、 。お忙しい中ご協力いただきまして ありがとうございました


