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節分も過ぎ、暦上では春ですがあたたかくなるのはもう少し先のようです。今年は新型コロナ感染

症だけでなくインフルエンザの流行も懸念されています。引き続きお子様の健康管理に留意され、感

染症対策に努めていただきますようよろしくお願いいたします。さて、先日は学校アンケートにご協

力いただきましてありがとうございました。第５回学校運営協議会にて、アンケート結果や学校自己

評価について検討していただきました。その結果を報告させていただきます。 

【児童アンケート】 

 質 問 項 目 昨年 今年 昨年比 

１ 学校は楽しい。 ８２ ８９ ＋７ 

２ 自分の考えをもち、発表することは楽しい。 ５９ ６２ ＋３ 

３ 友だちの考えを聞くことが楽しい。 ７２ ７５ ＋３ 

４ 自分の考えを書いて伝えることができている。 ６１ ６１ ±０ 

５ おうちでの学習（毎日の課題、決められた学習時間）をきちんとし

ている。 

６８ ７０ ＋２ 

６ 友だちのことを大切にしている。 ８９ ９５ ＋６ 

７ 自分のことが好きであり、大切にしている。 ５５ ６０ ＋５ 

８ なかよし班活動で、みんなで力を合わせて遊んだり、働いたりする

ことができている。昨年度の項目（なかよし班の活動が楽しくなる

ように、がんばっている） 

８５ ８５ ±０ 

９ 学校や地域で、自分からあいさつをしている。 ６８ ７１ ＋３ 

10 地域の人との学習や地域に出かけての学習することは楽しい。 ７０ ８５ ＋１５ 

11 体が強くなるように、好き嫌いなく食べたり、すすんで運動したり

している。 

昨年度の項目（体が強くなるように食事や体育などでがんばって

いる） 

８３ ７５ －８ 

12 本をたくさん読んでいる。 ６６ ５２ －１４ 

13 近くの小学校の仲間と直接会って勉強したり、ICT を使って交流学

習したりするのは楽しい。 

７４ ８５ ＋１１ 

14 地震や洪水などで危険なときどうするか知っている。  ７４ ８１ ＋７ 

15 新型コロナ感染症から、自分や周りの人を守るための行動をとっ

ている。 

８２ ７７ －５ 

※達成度は全体の割合を【そう思う（％）＋大体そう思う（％）×１/２】で表したものです。 

達成目標は７０％です。（№８、№11、は昨年度の項目の表現を少しかえたものです。） 

【児童の自由記述】 

★「一人が怪我をした時に、みんながその子の周りに集まって、優しく声をかけているところが良い

と思う」「どうしたの。大丈夫と言ってくれたのがうれしかった」など、友だちに対する優しさが良

いところと感じている人は、ほかに１０人。 

★「学年関係なくみんなが仲良くしているところがいい」「他の学年とも一緒に遊んだり、先生とも一

緒に遊んだりしていること」など、異学年で遊ぶ楽しさや仲の良さがよいところと感じている人

は、ほかに９人。 

★「漕代小学校のみんなは明るくて元気なところがいい」など、明るさ、元気の良さをよいところと

感じている人は、ほかに４人。 

ほかには、「協力し合っているところ」「みんな笑顔で学校に来る事」などをいいところとして挙げてい

ました。また、高学年になると、１年を振り返って「廊下を走っていたからなおしたい」「早く行動でき

るようにしたい」「話を聞くときは、しっかり聞くようにしたい」などと、これから自分が直したいと

ころもしっかり考えて書いてありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度もコロナ禍で教育活動に制限が

多くありましたが『学校は楽しい』が昨年

度よりも上昇し、目標値を大きく上回った

ことは嬉しいことです。 

 

昨年度、コロナ禍でなかなか地域と連携した行事

ができなかったことも大いに関係し、14 ポイン

トも減っていましたが、今年は何とか目標値には

達しました。 

 

達成目標を大きく上回りました。はず

かしくて『自分の考えを持ち発表するこ

と』に苦手意識があった子どもが近隣校

の同級生の前で話をしたり、聞いたりす

る経験をとおして自分に自信を持てる

ようになってきたようです。 

達成目標を大きく上回りました。たくさんの地域の方のご協力、ご支援があってのこととありがた

く思っております。 

また、『自分のことが好きであり、大切にしている』と思えなかった子どもたちの意識が、地域の

方々に大切にされていることをいろいろな地域学習を通して実感でき、子どもの自己肯定感の育成に

もつながりました。ありがとうございます。 

 

今年度、課題として見えてきたのは、14

ポイントも下がった『本をたくさん読んで

いる』の項目です。 

 

地域の方々からいろいろなことを

教わって分かったことを書いたり

発表したりする機会が増えたこ

と、近隣校の仲間と直接会って勉

強したり、ICT を使って交流学習

したりする機会を通して多くの人

の前でも堂々と自分の考えを言え

る機会があったことにより、

・ が持てたもの

と思われます。 

読書はこれからの教育における中心

的な学力である「構造的思考力」の

基になるため、児童と本との距離を

縮める必要があります。保護者のみ

なさんとともに、子どもたちの生活

の隙間に読書が浸透する取り組みを

すすめます。 

この項目は、昨年度からの課題でした。昨年度の評

価委員会でも保護者や教職員が子どもたちをほめ

て育てることが大切であると意見をいただきまし

た。今年度も、目標値を達成できてはいませんが、

少し上向き加減になってきました。 
来年度も引き続き、

自ら挨拶のできる

子を育ててまいり

ます。 

 

学力は上昇傾向にあるにもかかわらず、はず

かしくて『自分の考えを持ち発表すること』に

苦手意識があった子も、クラスの仲間や近隣校

の同級生との話し合いの経験をとおして自分の

考えを友だちに分かってもらうのは楽しいと、

感じられる子が少しずつ増えてきました。 

http://www.koishirosho.com/
mailto:koishiro2es@matsusaka.ed.jp


【保護者アンケート】 

 質 問 項 目 昨年度 今年度 昨年比 

１ お子さんは、楽しく学校に行っている。 ８６ ８１ －５ 

２ 家庭ではお子さんの考えを最後までしっかり聞くようにしている。 ６３ ６６ ＋３ 

３ 家庭ではみんなで出来るだけ話し合いをするようにしている。 ６５ ６０ －５ 

４ 家庭ではお子さんの考えを大切にしている。 ７４ ６６ －８ 

５ おうちで学習（家庭学習）をしたときに誉めるようにしている。 ７５ ７１ －４ 

６ 家庭では友だちを大切にすることを話している。 ８６ ８３ －３ 

７ 家庭ではお子さんにかけがえのない存在であることを話している。 ８８ ８９ ＋１ 

８ お子さんは家庭での読書習慣が定着している。 ２６ ３１ ＋５ 

９ 「早寝、早起き、朝ごはん」を励行している。 ７９ ６４ －1５ 

10 お子さんは、地域でよくあいさつを交わしている。 ７１ ６１ －1０ 

11 学校は、CS（コミュニティースクール）を通して授業や行事などを地域

や保護者と協働してすすめようとしている。 
 

６８ ６８ ±０ 

12 学校は、新型コロナ感染症予防や地震・洪水等の防災教育をすすめてい

る。 

６６ ６６ ±０ 

13 学校は、ICT 機器を活用した授業や近隣小学校との交流学習をすすめよ

うとしている。 

６４ ７２ ＋８ 

14 学校や学級でのお子さんの様子を、「学校だより」「学年通信」やホームペ

ージで見て知っている。 

５２ ６３ ＋１１ 

 

～自由記述欄について～  

（ご意見は簡略させていただいたり、同意のものはまとめさせていただいたりしています。ご了承いた

だきますようお願いします）。 

〇地域の方との交流が深まった。地域の方々との交流から他校には出来ない貴重な経験をする事が出

来ている。 

〇防災や農業、伝統文化など多岐にわたった取り組みがあった。 

〇クラスが一体となり良い友人関係が築けている。 

〇色々な学年の子と遊んで、仲が良い。他学年の児童とも関係が深まり仲良く過ごせている。 

〇先生方が児童一人ひとりに目がいきとどいているのが分かるので親として安心出来る。 

〇先生方が、子どもたちを温かい目で見守ってくれている。 

※教職員へのねぎらいの言葉をたくさんいただきました。私たち教職員のエネルギーとなりました。あ

りがとうございます。 

（以下についてのご意見は、コメントをつけさせていただきました）。 
〇人数が少なくて切磋琢磨することが少なく、非常に残念。中学校でも 2.、3 クラスしかなく子どもの成長を妨

げることがあるように思う。⇒新聞報道にありますように「学校規模適正化」が進められています。今後、

保護者の方々がご意見を求められた際は、お子様の現状を踏まえ、おうちの方のお考えを届けていただ

ければと思います。 

〇コロナ禍ということで、学校行事も縮小化しており、保護者同士のつながりも希薄である。小さな学校に合っ

た対応をして頂きたい。⇒コロナ禍の制限も緩やかになってきましたので、子どもたちの健康を守りつ

つ、日常の教育活動にできる限りもどしていきます。ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

〇まごころ給食 

目田町 田所順子さん、 

      伊勢場町 伊藤繁子さん      ありがとうございました。 

    

   〇３年生の「昔のくらし」（社会科） 
 

村田祐一さんに来ていただき、体育館横の 

郷土資料室に保管してある「昔の道具」につ 

いて使い方やその当時のくらしについて教え 

ていただきました。 

 

    

〇１・２年生の「昔の遊び」（生活科）    

 

橘 美紀さん 

  西田惠子さん 

  

日 曜 ３月の学校行事 

1 水 HC 来校日、6 年生を送る会 5 限目 、町別下校 14:20 

2 木 ALT 来校日 

3 金 卒業旅行（6 年生） 

8 水 町別下校 14:20、職員会議 

9 木 EST 来校日 

10 金 登校指導・安全点検  

15 水 HC 来校日、委員会活動最終（6 限目） 

16 木 ALT 来校日 給食最終日、卒業式前日準備 

17 金 卒業式 町別下校 11:00 頃 

20 月 3 限授業 町別下校 11:40 

22 水 3 限授業 町別下校 11:40  

23 木 3 限授業 町別下校 11:40 

24 金 修了式、町別下校 11:30 頃、職員会議 

地域のみなさん、いつもありがとうございます 
 

松本 たづさん 柴田 賢次さん 

奥田 才次さん 


