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本校に入学して満足している。

本校の教育は、生徒の期待に応えられるものになっている。

今年度の学年別スポーツ大会は充実したものになっている。

毎日学校に来るのが楽しいと感じている。

本校は、授業がわからない生徒、もっと学びたい生徒への手立てが充実している。

先生は、教材や進め方を工夫し、授業を大切にしている。

先生は、学習につまずいたとき、しっかりと対応してくれる。

先生は、困っていることや悩みについて、親身になって相談に乗ってくれる。

本校は、時間厳守や服装・頭髪など社会的なマナーの指導に力を入れている。

本校の喫煙やバイク・盗難に対する指導は、きちんと行き届いている。

本校では、いじめや生徒間のいさかいが少なく、安心して学校生活が送れる。

本校には、真剣に打ち込める部活動や体験活動などがある。

本校は、生徒の進路や将来の夢の実現に向けて効果的な指導を行っている。

本校の就職・進学に関する情報の提供は十分である。

本校では、将来の進路や生き方について考える機会が設けられている。

本校は、新型コロナウイルス感染症対策など生徒の心身の健康管理にしっかりと取り組んで…

本校では、ごみの分別がきちんとできており、教室・廊下・下駄箱等の環境は、きれいに整…

本校の図書館は読書活動の充実に向けて、しっかりと取り組んでいる。

今年度導入したClassiは役に立っていると感じている。

本校の生徒であることに誇りを感じている。

全校生徒

1 よくあてはまる 2 ある程度あてはまる 3 あまりあてはまらない 4 全くあてはまらない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

本校に入学して満足している。

本校の教育は、生徒の期待に応えられるものになっている。

今年度の学年別スポーツ大会は充実したものになっている。

毎日学校に来るのが楽しいと感じている。

本校は、授業がわからない生徒、もっと学びたい生徒への手立てが充実している。

先生は、教材や進め方を工夫し、授業を大切にしている。

先生は、学習につまずいたとき、しっかりと対応してくれる。

先生は、困っていることや悩みについて、親身になって相談に乗ってくれる。

本校は、時間厳守や服装・頭髪など社会的なマナーの指導に力を入れている。

本校の喫煙やバイク・盗難に対する指導は、きちんと行き届いている。

本校では、いじめや生徒間のいさかいが少なく、安心して学校生活が送れる。

本校には、真剣に打ち込める部活動や体験活動などがある。

本校は、生徒の進路や将来の夢の実現に向けて効果的な指導を行っている。

本校の就職・進学に関する情報の提供は十分である。

本校では、将来の進路や生き方について考える機会が設けられている。

本校は、新型コロナウイルス感染症対策など生徒の心身の健康管理にしっかりと取り組んで…

本校では、ごみの分別がきちんとできており、教室・廊下・下駄箱等の環境は、きれいに整…

本校の図書館は読書活動の充実に向けて、しっかりと取り組んでいる。

今年度導入したClassiは役に立っていると感じている。

本校の生徒であることに誇りを感じている。

１年生

1 よくあてはまる 2 ある程度あてはまる 3 あまりあてはまらない 4 全くあてはまらない



 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

本校に入学して満足している。

本校の教育は、生徒の期待に応えられるものになっている。

今年度の学年別スポーツ大会は充実したものになっている。

毎日学校に来るのが楽しいと感じている。

本校は、授業がわからない生徒、もっと学びたい生徒への手立てが充実している。

先生は、教材や進め方を工夫し、授業を大切にしている。

先生は、学習につまずいたとき、しっかりと対応してくれる。

先生は、困っていることや悩みについて、親身になって相談に乗ってくれる。

本校は、時間厳守や服装・頭髪など社会的なマナーの指導に力を入れている。

本校の喫煙やバイク・盗難に対する指導は、きちんと行き届いている。

本校では、いじめや生徒間のいさかいが少なく、安心して学校生活が送れる。

本校には、真剣に打ち込める部活動や体験活動などがある。

本校は、生徒の進路や将来の夢の実現に向けて効果的な指導を行っている。

本校の就職・進学に関する情報の提供は十分である。

本校では、将来の進路や生き方について考える機会が設けられている。

本校は、新型コロナウイルス感染症対策など生徒の心身の健康管理にしっかりと取り組んで…

本校では、ごみの分別がきちんとできており、教室・廊下・下駄箱等の環境は、きれいに整…

本校の図書館は読書活動の充実に向けて、しっかりと取り組んでいる。

今年度導入したClassiは役に立っていると感じている。

本校の生徒であることに誇りを感じている。

２年生

1 よくあてはまる 2 ある程度あてはまる 3 あまりあてはまらない 4 全くあてはまらない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

本校に入学して満足している。

本校の教育は、生徒の期待に応えられるものになっている。

今年度の学年別スポーツ大会は充実したものになっている。

毎日学校に来るのが楽しいと感じている。

本校は、授業がわからない生徒、もっと学びたい生徒への手立てが充実している。

先生は、教材や進め方を工夫し、授業を大切にしている。

先生は、学習につまずいたとき、しっかりと対応してくれる。

先生は、困っていることや悩みについて、親身になって相談に乗ってくれる。

本校は、時間厳守や服装・頭髪など社会的なマナーの指導に力を入れている。

本校の喫煙やバイク・盗難に対する指導は、きちんと行き届いている。

本校では、いじめや生徒間のいさかいが少なく、安心して学校生活が送れる。

本校には、真剣に打ち込める部活動や体験活動などがある。

本校は、生徒の進路や将来の夢の実現に向けて効果的な指導を行っている。

本校の就職・進学に関する情報の提供は十分である。

本校では、将来の進路や生き方について考える機会が設けられている。

本校は、新型コロナウイルス感染症対策など生徒の心身の健康管理にしっかりと取り組んで…

本校では、ごみの分別がきちんとできており、教室・廊下・下駄箱等の環境は、きれいに整…

本校の図書館は読書活動の充実に向けて、しっかりと取り組んでいる。

今年度導入したClassiは役に立っていると感じている。

本校の生徒であることに誇りを感じている。

３年生

1 よくあてはまる 2 ある程度あてはまる 3 あまりあてはまらない 4 全くあてはまらない
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木津高校の教育は、保護者の期待に応えるものになっている。

木津高校は、生徒の学力向上を目指して努力している。

木津高校は、生徒一人一人の個性・長所を見出し、それを伸ばす努力をしている。

木津高校の進路指導は、進路補習など生徒の進路希望実現のための取組が十分に行われてい…

木津高校の学校行事や各学科の取組は充実している。

木津高校では、清掃活動やゴミの分別など、校内の環境美化が適切に行われている。

木津高校の施設設備は、生徒の教育活動を進める上で十分である。

木津高校では、服装・頭髪などの生徒指導が適切になされている。

木津高校では、ホームページやclassi等での情報発信により、学校の様子がよく分かる。

木津高校は、家庭への連絡や意思疎通を積極的に行っている。

木津高校は、生徒の健全育成のため、家庭・ＰＴＡ・地域・関係諸機関と積極的に連携をし…

木津高校は、先生と生徒の対話が十分に行われている。

木津高校の教育活動は、保護者から見えやすいものになっている。

木津高校の生徒は、清掃活動やベルマーク運動などボランティア活動に積極的に参加してい…

木津高校の生徒は、部活動に積極的に参加している。

木津高校の生徒は、「挨拶をする」など、社会的なマナーを身に付けている。

木津高校は、新型コロナウイルス感染症対策など生徒の心身の健康管理にしっかりと取り組…

木津高校の生徒は、意欲的に学習に取り組んでいる。

木津高校の生徒は、充実した高校生活を送っている。

総合的にみて、木津高校は魅力的な学校である。

全保護者（205名回答）

1 よくあてはまる 2 ある程度あてはまる 3 あまりあてはまらない 4 全くあてはまらない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

木津高校の教育は、保護者の期待に応えるものになっている。

木津高校は、生徒の学力向上を目指して努力している。

木津高校は、生徒一人一人の個性・長所を見出し、それを伸ばす努力をしている。

木津高校の進路指導は、進路補習など生徒の進路希望実現のための取組が十分に行われてい…

木津高校の学校行事や各学科の取組は充実している。

木津高校では、清掃活動やゴミの分別など、校内の環境美化が適切に行われている。

木津高校の施設設備は、生徒の教育活動を進める上で十分である。

木津高校では、服装・頭髪などの生徒指導が適切になされている。

木津高校では、ホームページやclassi等での情報発信により、学校の様子がよく分かる。

木津高校は、家庭への連絡や意思疎通を積極的に行っている。

木津高校は、生徒の健全育成のため、家庭・ＰＴＡ・地域・関係諸機関と積極的に連携をし…

木津高校は、先生と生徒の対話が十分に行われている。

木津高校の教育活動は、保護者から見えやすいものになっている。

木津高校の生徒は、清掃活動やベルマーク運動などボランティア活動に積極的に参加してい…

木津高校の生徒は、部活動に積極的に参加している。

木津高校の生徒は、「挨拶をする」など、社会的なマナーを身に付けている。

木津高校は、新型コロナウイルス感染症対策など生徒の心身の健康管理にしっかりと取り組…

木津高校の生徒は、意欲的に学習に取り組んでいる。

木津高校の生徒は、充実した高校生活を送っている。

総合的にみて、木津高校は魅力的な学校である。

１年保護者（60名回答）

1 よくあてはまる 2 ある程度あてはまる 3 あまりあてはまらない 4 全くあてはまらない
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木津高校の教育は、保護者の期待に応えるものになっている。

木津高校は、生徒の学力向上を目指して努力している。

木津高校は、生徒一人一人の個性・長所を見出し、それを伸ばす努力をしている。

木津高校の進路指導は、進路補習など生徒の進路希望実現のための取組が十分に行われてい…

木津高校の学校行事や各学科の取組は充実している。

木津高校では、清掃活動やゴミの分別など、校内の環境美化が適切に行われている。

木津高校の施設設備は、生徒の教育活動を進める上で十分である。

木津高校では、服装・頭髪などの生徒指導が適切になされている。

木津高校では、ホームページやclassi等での情報発信により、学校の様子がよく分かる。

木津高校は、家庭への連絡や意思疎通を積極的に行っている。

木津高校は、生徒の健全育成のため、家庭・ＰＴＡ・地域・関係諸機関と積極的に連携をし…

木津高校は、先生と生徒の対話が十分に行われている。

木津高校の教育活動は、保護者から見えやすいものになっている。

木津高校の生徒は、清掃活動やベルマーク運動などボランティア活動に積極的に参加してい…

木津高校の生徒は、部活動に積極的に参加している。

木津高校の生徒は、「挨拶をする」など、社会的なマナーを身に付けている。

木津高校は、新型コロナウイルス感染症対策など生徒の心身の健康管理にしっかりと取り組…

木津高校の生徒は、意欲的に学習に取り組んでいる。

木津高校の生徒は、充実した高校生活を送っている。

総合的にみて、木津高校は魅力的な学校である。

２年保護者（78名回答）

1 よくあてはまる 2 ある程度あてはまる 3 あまりあてはまらない 4 全くあてはまらない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

木津高校の教育は、保護者の期待に応えるものになっている。

木津高校は、生徒の学力向上を目指して努力している。

木津高校は、生徒一人一人の個性・長所を見出し、それを伸ばす努力をしている。

木津高校の進路指導は、進路補習など生徒の進路希望実現のための取組が十分に行われてい…

木津高校の学校行事や各学科の取組は充実している。

木津高校では、清掃活動やゴミの分別など、校内の環境美化が適切に行われている。

木津高校の施設設備は、生徒の教育活動を進める上で十分である。

木津高校では、服装・頭髪などの生徒指導が適切になされている。

木津高校では、ホームページやclassi等での情報発信により、学校の様子がよく分かる。

木津高校は、家庭への連絡や意思疎通を積極的に行っている。

木津高校は、生徒の健全育成のため、家庭・ＰＴＡ・地域・関係諸機関と積極的に連携をし…

木津高校は、先生と生徒の対話が十分に行われている。

木津高校の教育活動は、保護者から見えやすいものになっている。

木津高校の生徒は、清掃活動やベルマーク運動などボランティア活動に積極的に参加してい…

木津高校の生徒は、部活動に積極的に参加している。

木津高校の生徒は、「挨拶をする」など、社会的なマナーを身に付けている。

木津高校は、新型コロナウイルス感染症対策など生徒の心身の健康管理にしっかりと取り組…

木津高校の生徒は、意欲的に学習に取り組んでいる。

木津高校の生徒は、充実した高校生活を送っている。

総合的にみて、木津高校は魅力的な学校である。

３年保護者（67名回答）

1 よくあてはまる 2 ある程度あてはまる 3 あまりあてはまらない 4 全くあてはまらない


