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ブルックリン・パブリックスクール保護者各位 

ブルックリン・パブリックスクールは、prek-8 算数プログラムの総括を行っており、その最

初のフェーズをサポートするために Center for Collaborative Education (CCE：協力教育センタ

ー) と契約しました。フェーズ 1のために、CCE は学校、地区管理者、教師、保護者、生徒を

含むいくつかのグループからさまざまなデータとフィードバックを収集しております。  

私たちは、prek-8の生徒を持つ保護者に対して、算数の教育および学習、カリキュラム、家

庭と学校間のコミュニケーション、さらに保護者の prek-8算数プログラムに対する全体的な

満足感に関する調査へのご協力をお願いしています。この調査では、昨年度（2017-18年度）

に着目しております。そのため、昨年度にグレード 8だったお子様がいらっしゃる場合も、ぜ

ひこの調査にご参加ください。  

調査内の質問にご回答いただく際には、お子様を 1人だけ選び、そのお子様（「対象の子供」）

を念頭にご回答ください。そうしていただくことで、私たちが、ご回答内容をよく解釈するた

めの助けとなります。ブルックリン・パブリックスクールに在学中のお子様が複数おり、複数

または全員のお子様に関して回答することをご希望の場合は、1人のお子様に関する調査を完

了してから、再度リンクをクリックして新たに別のお子様に関して調査に回答してください。

調査の最後にもリンクがあるため、再度調査を行う場合には、このクリックをしていただくの

が便利です。  

このプロセスには皆さまからのフィードバックが重要です。回答は匿名で行っていただくため、

ぜひ率直にご回答ください。質問に回答したくない、あるいは回答できない場合には、その質

問を飛ばすことができます。調査の所要時間は約 15～20分間です。必要に応じて、調査を一

時停止して後で再開することも可能です。この調査は 10月 26日に終了します。 
 
この調査データは、最終的にひとつのレポートとしてまとめられ、年度後半に地区の算数に関

する検討委員会で確認されます。こうして、私たちが prek-8算数プログラムの現状、優れた

点および改善点をしっかりと把握することができるようになります。  
 
調査へのアクセスに関する問題がある場合は、Andresse St. Rose（ アンドレッセ・セントロー

ズ：リサーチ、評価、政策担当シニアディレクター：cceresearch@ccebos.org）にお問い合わ

せください。  

preK-8 算数プログラムの総括に関するご質問がある場合は、Meg Maccini（メグ・マッチー

ニ：プログラム担当シニアディレクター：meg_maccini@psbma.org）、または Kathleen 

Hubbard（キャスリーン・ハバード： preK-8 算数プログラム-カリキュラムコーディネータ

ー：kathleen_hubbard@psbma.org）にお問い合わせください。  
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はじめに 

ブルックリン・パブリックスクールは、preK-8算数プログラムの総括を行うために、Center for 

Collaborative Education (CCE：協力教育センター) と契約しました。フェーズ1のために、CCEは学校、地区

管理者、教師、保護者、生徒を含むいくつかのグループからさまざまなデータとフィードバックを収集してお

ります。保護者を対象とした本調査は、このデータ収集の一部であり、算数の教育および学習、カリキュラム、

家庭と学校間のコミュニケーション、さらに保護者のprek-8算数プログラムに対する全体的な満足感を把握す

ることを目的としております。 

調査データは、最終的にひとつのレポートとしてまとめられ、年度後半に地区の算数に関する検討委員会で確

認されます。こうしてまとめられたデータとレポートは、検討委員会がprek-8算数プログラムの現状、優れた

点および改善点をしっかりと把握することに役立ちます。 

本調査は個人が特定されない形で実施されます。したがいまして、ぜひ率直にご回答ください。質問に回答し

たくない、あるいは回答できない場合には、その質問を飛ばすことができます。調査の所要時間は約15～20分

間です。 

調査へのアクセスに関する問題がある場合は、Andresse St. Rose（ アンドレッセ・セントローズ：リサーチ、

評価、政策担当シニアディレクター：cceresearch@ccebos.org）にお問い合わせください。 

preK-8算数プログラムの総括に関するご質問がある場合は、Meg Maccini（メグ・マッチーニ：プログラム担当

シニアディレクター：meg_maccini@psbma.org）、またはKathleen Hubbard（キャスリーン・ハバード： 

preK-8算数 カリキュラムコーディネーター）にお問い合わせください。 

ご協力ありがとうございます。 

Andresse St. Rose（アンドレッセ・セントローズ） 

Senior Director for Research, Evaluation and Policy  

Center for Collaborative Education（協力教育センター 評価、政策担当シニアディレクター） 
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調査内の質問にご回答いただく際には、お子様を1人だけ選び、そのお子様（「対象の子供」）を念頭にご回答ください。そうし

ていただくことで、私たちが、ご回答内容をよく解釈するための助けとなります。ブルックリン・パブリックスクールに在学中の

お子様が複数おり、複数または全員のお子様に関して回答することをご希望の場合は、1人のお子様に関する調査を完了してから、

再度リンクをクリックして新たに別のお子様に関して調査に回答してください。調査の最後にもリンクがあるため、再度調査を行

う場合には、このクリックをしていただくのが便利です。 

今年度は始まったばかりなので、昨年度（2017-2018年度）の対象のお子様の算数に関する取組みについて振り返りながらご

回答ください。 

1. 対象のお子様の性別は： 

 女性 

 男性 

 どちらでもない（ノンバイナリー） 

 その他 

2. 対象の子供は、昨年度（2017-18年度）に特別教育サービスまたは個別教育計画（IEP）を受けてい

ました： 

  はい、私の子供は、昨年度に特別教育サービスまたはIEPを受けていました。 

 私の子供は、昨年度よりも前に特別教育サービスまたはIEPを受けていましたが、昨年度および今年度は受けていません。 

  いいえ、私の子供はこれまで特別教育サービスまたはIEPも受けたことがありません。 

3. 昨年度の対象のお子様の在籍校: 

 B.E.E.P. at Beacon（B.E.E.P.ビーコン校）  

 B.E.E.P. at Putterham（B.E.E.Pプッターハム校）  

 B.E.E.P. at Lynch（B.E.E.Pリンチ校）  

 Baker School（ベーカー・スクール）  

 Coolidge Corner School（クーリッジ・コーナー・スクール）  

 Heath School（ヒース・スクール）  

 Runkle School（ランクル・スクール）  

 Lawrence School（ローレンス・スクール）  

 Driscoll School（ドリスコル・スクール）  

 Pierce School（ピアース・スクール）  

 Lincoln School（リンカーン・スクール） 
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私の子供には 

好きな科目がない 

そう思わない わからない 

そう思わない そう思う 非常にそう思う 

そう思う 非常にそう思う 

そう思わない 

4. 昨年度の対象のお子様の学年（グレード）： 

 pre-K 

 K 

 1年生 

 2年生 

 3年生 

 4年生 

 5年生 

 6年生 

 7年生 

 8年生 

5. 算数は対象の私の子供が最も好きな科目です： 

全くそう思わない 

6.私の対象の子供は学校の算数で成果をあげています（例：よい成績をとるなど）: 

全くそう思わない 

7. 家庭では、私の対象の子供に対して算数の補助的な教育をしています（例：ロシア式算数を教え

ているなど）： 

 はい 

 いいえ 

 以前は行っていましたが、現在は行っていません。 

8.対象のお子様の算数学習に関して、あなたが考えている主な目標を簡潔にご記入ください: 
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算数の教育と学習 

9. 昨年度（2017-18年度）の対象のお子様の算数学習を振り返りながら、次の内容についてあなたの考え

に最も近いものを選択してください： 
 

全くそう

思わない 

私の子供の学校は、子

供を算数に熱心に取り

組ませることに成功し

た 
 

私の子供の学校は、 
私の子供が算数的な考え方

を身につけることをうまく

手助けした 
私の子供の学校は、 
私の子供が算数的な処理能

力を身につけることをうま

く手助けした 

私の子供の学校は、私の子

供に算数教育ための適切な

サポートを行った 
私の子供の学校は、学習

に困難を抱えている生徒

に対して教育的な取り組

みやサポートを効果的に

適切に提供した 

私の子供の学校は、勉強の

進んでいる生徒に対して教

育的な取り組みやサポート

を効果的に適切に提供した 
 

私の子供の学校が提供し

ている算数教育やそのサ

ポートに概ね満足してい

る 
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あまり 

そう思わない 
どちらで

もない 
割と 

そう思う そう思う 
非常に 

そう思う わからない 
そう思わ

ない 

 



10.上の回答について何かご意見があればご記入ください（任意）： 
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カリキュラム 

11. 再び、昨年度（2017-18年度）の対象のお子様の算数学習を振り返りながら、次の内容についてあなたの

考えに最も近いものを選択してください: 

 

私の子供の昨年度の算数

の学習内容をしっかりと

把握していた 

 

私の子供が学校の算数の

カリキュラムやその学年

の学習レベルに困難を抱

えているように感じた 

 

私の子供の算数のカリキ

ュラムは、教育的に厳格

なカリキュラムだった。 
私の子供の算数のカリ

キュラムは、現在の算

数の標準学習内容に一

致していた 

昨年度の私の子供の算

数のカリキュラムに満

足していた 
 

12. 上の回答について何かご意見があればご記入ください（任意）： 
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そう思わ

ない 
あまり 

そう思わない 
どちらで

もない 
割と 

そう思う そう思う 
非常に 

そう思う わからない 
全くそう

思わない 
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家庭と学校間のコミュニケーション 

13. 再び、昨年度（2017-18年度）の対象のお子様の算数学習を振り返りながら、次の内容について

あなたの考えに最も近いものを選択してください: 
 

全くそう

思わない 
子供の算数の学習成果

について、私の子供の

学校から定期的に情報

を提供された 

私の子供の算数の学習

成果について、学校か

ら提供された情報は役

に立った 

 

自宅で子供の算数の宿題

や算数関連の取り組みの

手助けをするために、算

数で何を教えたのかにつ

いて、十分な情報が私の

子供の学校から提供され

た 

私の子供の学校から提供

された情報によって、子

供の算数学習の進捗を把

握することができた 

算数に関する子供の学

校とのコミュニケーシ

ョンに概ね満足した 

 

算数学習に関する問題に

ついて相談するために、

子供の学校に気軽に連絡

することができた 

昨年度、少なくとも1度

は子供の学校に連絡を取

り、算数学習関する問題

について相談をした 
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そう思わ

ない 
あまり 

そう思わない 
どちら

でもない 
割と 

そう思う そう思う 
非常に 

そう思う わからない 



14. 上の回答について何かご意見があればご記入ください（任意）： 
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保護者の関与 

15. 再び、昨年度（2017-18年度）の対象のお子様の算数学習を振り返りながら、次の内容についてあな

たの考えに最も近いものを選択してください: 
 

全くそう

思わない 

私の子供の学校での算

数の教え方について把

握していた 
私の子供の学校での算数

の教え方を気に入ってい

た 

私の子供の算数の宿題を

手伝うことができると自

信があった 

自分の学力の理由で、私

の子供の算数の宿題を手

伝うことが難しく感じた 

現在算数がどのように教

えられているのかを知ら

ないため、私の子供の算

数の宿題を手伝うことが

難しく感じた 

子供の学校での算数の教

え方は、私のときの教え

方とはだいぶ異なる 

子供の学校での算数の教

え方は、私のときの教え

方よりもよい 

16. 上の回答について何かご意見があればご記入ください（任意）： 
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そう思わ

ない 
あまり 

そう思わない 
どちらで

もない 
割と 

そう思う そう思う 
非常に 

そう思う わからない 
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preK-8算数プログラムに関する全体的な意見 

17. ブルックリン・パブリックスクールの現在のpreK-8算数プログラムの強みや優れた点は何だと思い

ますか？ 

18.ブルックリン・パブリックスクールのpreK-8算数プログラムで改善すべき点は何だと思います

か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. ブルックリン・パブリックスクールでのお子様の算数教育に対するあなたの全体的な満足度はどのく

らいですか？ ： 
    全く満足していない 

20.ブルックリン・パブリックスクールのpre-K-8算数プログラムに関して、他にコメントやご意見があれ

ばご記入ください。 

10 

満足している わからない あまり満足していない 大変満足している 



1 

2 

3 

ブルックリン・パブリックスクール preK-8算数プログラム総括のための保護者向け調査 

あなたについて（任意） 

21. 私は： 

 男性 

 女性 

 どちらでもない（ノンバイナリー） 

 その他 

22. 私の人種： 

 アフリカ系アメリカ人/黒人 

 アジア人/アジア系アメリカ人

 ヒスパニック/ラテン系 

 混血 

 アメリカ先住民人またはアメリカンインディアン 

 太平洋諸島系またはアラスカ先住民 

 白人/白色人種 

 その他（ご記入ください） 
 

 

 

23. 私にはブルックリン・パブリックスクールに通っている ____________________ 人の子供がいま

す（以下から選択してください） 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 以上 
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24. 私の最終学歴： 

 高校卒業未満 

  高校卒業またはそれと同等 

  学位を伴わない大学修了 

 準学士 

 学士   

 修士    

 博士（Ph.D., Ed.Dなど）    

 専門学位（M.D., J.D., またはこれらと同等） 

25. 私は算数や数学に関連した職歴があります。: 

 はい 

 いいえ 

26. 自宅で主に話している言語は _________________________です（以下から選択してください） 

英語 

中国語 

フランス語 

ヘブライ語 

スペイン語 

その他（ご記入ください） 
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ご協力ありがとうございます! 

別の「対象のお子様」に関して再び調査を行いたい場合は、こちらをクリックし

てください。 
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https://www.surveymonkey.com/r/PSBParentSurvey2018

