
∠  戻る

アンケート集計アンケート集計

アンケートアンケート高久 健一
(https://platform.classi.jp/profile)

"

ヘルプ
(https://support.classi.jp/hc/ja/categories/360000184015)
? メニュー#

$設問別設問別 "個人別個人別 %アンケートを印刷

2020年度学校教師用自己評価アンケート年度学校教師用自己評価アンケート

設問設問1  生徒は遺愛の教育方針を理解している。生徒は遺愛の教育方針を理解している。
回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     9人(22.0%)    よくあてはまる
選択肢2     31人(75.6%)    だいたいあては
まる
選択肢3     1人(2.4%)    あまりあてはまら
ない
選択肢4     0人(0.0%)    あてはまらない

設問設問2  生徒は自らすすんで挨拶をしている。生徒は自らすすんで挨拶をしている。
回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     18人(43.9%)    よくあてはまる
選択肢2     22人(53.7%)    だいたいあては
まる
選択肢3     1人(2.4%)    あまりあてはまら
ない

選択肢4     0人(0.0%)    あてはまらない

設問設問3  生徒は授業に真剣にとりくんでいる。生徒は授業に真剣にとりくんでいる。
回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     15人(36.6%)    よくあてはまる
選択肢2     26人(63.4%)    だいたいあては
まる
選択肢3     0人(0.0%)    あまりあてはまら
ない
選択肢4     0人(0.0%)    あてはまらない

設問設問4  生徒は自学自習（家庭学習）にとりくんでいる。生徒は自学自習（家庭学習）にとりくんでいる。
回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     7人(17.1%)    よくあてはまる
選択肢2     30人(73.2%)    だいたいあては
まる

選択肢3     4人(9.8%)    あまりあてはまら
ない
選択肢4     0人(0.0%)    あてはまらない

設問設問5  生徒は提出物を期限内に提出している。生徒は提出物を期限内に提出している。
回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     14人(34.1%)    よくあてはまる
選択肢2     27人(65.9%)    だいたいあては
まる
選択肢3     0人(0.0%)    あまりあてはまら
ない
選択肢4     0人(0.0%)    あてはまらない

設問設問6  生徒は自分の進路目標の実現のために計画を立て実行して生徒は自分の進路目標の実現のために計画を立て実行して
いる。いる。

回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     5人(12.2%)    よくあてはまる
選択肢2     33人(80.5%)    だいたいあては
まる
選択肢3     3人(7.3%)    あまりあてはまら

ない
選択肢4     0人(0.0%)    あてはまらない

設問設問7  生徒はマナーやモラル、学校の校則を守っている。生徒はマナーやモラル、学校の校則を守っている。
回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     10人(24.4%)    よくあてはまる
選択肢2     31人(75.6%)    だいたいあては
まる
選択肢3     0人(0.0%)    あまりあてはまら
ない
選択肢4     0人(0.0%)    あてはまらない

設問設問8  生徒はボランティア活動に積極的に取り組んでいる。生徒はボランティア活動に積極的に取り組んでいる。
回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     18人(43.9%)    よくあてはまる
選択肢2     21人(51.2%)    だいたいあては
まる
選択肢3     2人(4.9%)    あまりあてはまら
ない
選択肢4     0人(0.0%)    あてはまらない

設問設問9  生徒は相手の気持ちや立場を考えて行動できている。生徒は相手の気持ちや立場を考えて行動できている。
回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     13人(31.7%)    よくあてはまる
選択肢2     27人(65.9%)    だいたいあては
まる
選択肢3     1人(2.4%)    あまりあてはまら
ない
選択肢4     0人(0.0%)    あてはまらない

設問設問10  生徒は学校行事に積極的に取り組んでいる。生徒は学校行事に積極的に取り組んでいる。
回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     28人(68.3%)    よくあてはまる
選択肢2     13人(31.7%)    だいたいあては
まる
選択肢3     0人(0.0%)    あまりあてはまら
ない
選択肢4     0人(0.0%)    あてはまらない

設問設問11  生徒は校内（教室・特別区域）清掃に積極的に取り組ん生徒は校内（教室・特別区域）清掃に積極的に取り組ん
でいる。でいる。

回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     16人(39.0%)    よくあてはまる
選択肢2     22人(53.7%)    だいたいあては
まる
選択肢3     2人(4.9%)    あまりあてはまら
ない
選択肢4     1人(2.4%)    あてはまらない

設問設問12  生徒は所属している部活動・同好会活動に充実感を持っ生徒は所属している部活動・同好会活動に充実感を持っ
ている。ている。

回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     17人(41.5%)    よくあてはまる
選択肢2     24人(58.5%)    だいたいあては
まる
選択肢3     0人(0.0%)    あまりあてはまら
ない
選択肢4     0人(0.0%)    あてはまらない

設問設問13  生徒や保護者の悩みや相談などに対して、校内の相談体生徒や保護者の悩みや相談などに対して、校内の相談体
制が整っている。制が整っている。

回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     12人(29.3%)    よくあてはまる
選択肢2     27人(65.9%)    だいたいあては
まる
選択肢3     1人(2.4%)    あまりあてはまら
ない
選択肢4     1人(2.4%)    あてはまらない

設問設問14  生徒は楽しく充実した遺愛生活をおくっている。生徒は楽しく充実した遺愛生活をおくっている。
回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     12人(29.3%)    よくあてはまる
選択肢2     29人(70.7%)    だいたいあては
まる
選択肢3     0人(0.0%)    あまりあてはまら
ない
選択肢4     0人(0.0%)    あてはまらない

設問設問15  私は生徒に対して、自らすすんで挨拶をしている。私は生徒に対して、自らすすんで挨拶をしている。
回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     28人(68.3%)    よくあてはまる
選択肢2     12人(29.3%)    だいたいあては
まる
選択肢3     1人(2.4%)    あまりあてはまら
ない
選択肢4     0人(0.0%)    あてはまらない

設問設問16  私は同僚に挨拶（目礼）をしている。私は同僚に挨拶（目礼）をしている。
回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     28人(68.3%)    よくあてはまる
選択肢2     13人(31.7%)    だいたいあては
まる
選択肢3     0人(0.0%)    あまりあてはまら
ない
選択肢4     0人(0.0%)    あてはまらない

設問設問17  私は生徒に頭髪・服装などの身だしなみの指導をしてい私は生徒に頭髪・服装などの身だしなみの指導をしてい
る。る。

回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     9人(22.0%)    よくあてはまる
選択肢2     30人(73.2%)    だいたいあては
まる
選択肢3     2人(4.9%)    あまりあてはまら
ない
選択肢4     0人(0.0%)    あてはまらない

設問設問18  私は授業準備をしっかりして授業に臨んでいる。私は授業準備をしっかりして授業に臨んでいる。
回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     15人(36.6%)    よくあてはまる
選択肢2     25人(61.0%)    だいたいあては
まる
選択肢3     1人(2.4%)    あまりあてはまら
ない
選択肢4     0人(0.0%)    あてはまらない

設問設問19  私は進路に関する指導・面談を充分行っている。私は進路に関する指導・面談を充分行っている。
回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     12人(29.3%)    よくあてはまる
選択肢2     26人(63.4%)    だいたいあては
まる
選択肢3     3人(7.3%)    あまりあてはまら
ない
選択肢4     0人(0.0%)    あてはまらない

設問設問20  私は生徒一人ひとりを大切にした指導や対応に心がけて私は生徒一人ひとりを大切にした指導や対応に心がけて
いる。いる。

回答数回答数41未回答を含める

選択肢1     15人(36.6%)    よくあてはまる
選択肢2     26人(63.4%)    だいたいあては
まる
選択肢3     0人(0.0%)    あまりあてはまら
ない
選択肢4     0人(0.0%)    あてはまらない
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