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平成３０年度 自己評価結果を踏まえた学校関係者評価報告書 

 

柴田町立西住小学校  

 

１ 評価期間 平成３０年４月～平成３１年２月 

 

２ 学校関係者評価委員 

学校評議委員（２名），西住子ども会育成会長，民生児童委員代表 

西住小学校父母教師会長，副会長（２名），校長，教頭，教務主任 計１０名 

 

３ 評価規準 

○妥当である。         (適切な取組で，次年度へ向けての取組も妥当である) 

○妥当でない。         (取組が不十分で，次年度へ向けての改善策も妥当でない。) 

○判断することができない。 

※自己評価の数値の算出方法 

教職員の自己評価で，Ａ：大変良い・・10点 Ｂ：良い・・５点 Ｃ：課題がある・・－５点  

Ｄ：かなり課題がある・・－10点とし，各項目の合計点数を教職員数で割った値。 

 

４ 評価項目 

１．地域に支えられ「地域と創る学校」づくりの推進 自己評価 関係者評価 

（1） 
学校運営に対する地域住民・保護者等の参画と意見・要望の反映

を図り，信頼される学校づくりに努めている。 
８．６ 妥当である。 

（2） 
学校の教育内容や実践を保護者や地域に積極的に公開し，開かれ

た学校づくりに努めている。  
９．１ 妥当である。 

（3） 
保護者の支援や地域の教育力を生かし，学校の教育活動の一層の

充実を図っている。  
９．５ 妥当である。 

自己評価結果から次年度へ向けて 学校関係者による主な意見 

◎ 保護者，地区民，学校ボランティア等の手厚い

支援をいただき，学校の教育活動が大変に充実し

ました。 

◆ 家庭・地域との連携を一層深め，コミュニティスクー

ル指定校として特色ある学校づくりに取り組みます。    

・地域と学校がよい状態にあると喜んでいる。 

 

 

 

 

 

 

2．「学力向上」と学習指導要領の趣旨の徹底 自己評価 関係者評価 

（4） 
「学力向上」を目指して，指導方法の工夫・改善を図るとともに，個性を

生かした楽しく分かる授業の実践に努めている。 
６．４ 妥当である。 

（5） 
学習意欲の向上と生活習慣・学習習慣を改善し，主体的な学習を促して基

礎学力の向上に努めている。 
６．４ 妥当である。 

自己評価結果から次年度へ向けて 学校関係者による主な意見 

◎ 児童の興味・関心を高めたり意欲をもたせたりするよ

う，日々授業の改善に努めました。 

◆ 家庭学習の手引きなどを活用し，家庭での学習習慣が

定着するよう促していきます。 
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3．豊かな人間性を育む道徳教育の充実 自己評価 関係者評価 

（6） 

「特別の教科 道徳」の指導方法の工夫改善を行い，道徳的実践

力を高めるとともに，教育活動全体を通した道徳的実践意欲の向

上に努めている。 

７．３ 妥当である。 

 

4．生命の尊重と社会性の育成を図る生徒指導の充実 自己評価 関係者評価 

（7） 

「いのちと心を大切にすること」及び「良好な人間関係をつくること」が

重要であるという共通認識のもと，いじめや不登校のない学校づくりに努

めている。 

８．６ 妥当である。 

（8） 
児童生徒の発達段階にふさわしい生徒指導を推進し，家庭と連携して基本

的な生活習慣の育成に努めている。 
７．７ 妥当である。 

（9） 

児童生徒に自己の特性を理解させるとともに，能力・適性や興味・関心等

に基づいて将来の生き方を考えさせる志教育・キャリア教育の充実に努め

ている。 

５．９ 妥当である。 

自己評価結果から次年度へ向けて 学校関係者による主な意見 

◎ 生活アンケートやＳＣの活用等を通して，問題の早期

発見や未然防止に努めました。 

◆ 総合的な学習や学級活動の時間の工夫改善を通して

キャリア教育，志教育の充実に努めていきます。 

・アンケートを見ると，地域と学校の関係は分かる。

もう少し詳しいアンケートで，各家庭内の会話があ

るかとか，食事の様子とかが分かると，さらに生活

習慣など反省材料になる。 

 

 

 

5．安全・安心な教育環境の整備・促進 自己評価 関係者評価 

（10） 
児童生徒の安全に対する意識を高めるための指導や「防犯教室」等を実施

して児童生徒の安全確保に努めている。 
８．６ 妥当である。 

（11） 
地震災害等を想定した「避難訓練」「引き渡し訓練」「防災教室」を

実施して児童生徒の防災意識を育んでいる。  
８．６ 妥当である。 

（12） 

「子ども見守隊」「安全パトロール隊」など地域の支援を受けて，

通学路の安全確保や地域の巡回などを行い，事故や事件の被害を未然に

防止している。 

８．６ 妥当である。 

（13） 
生涯体育・スポーツの視点に立ち，健康でたくましい児童生徒の育成に努

めている。 
７．７ 妥当である。 

自己評価結果から次年度へ向けて 学校関係者による主な意見 

◎ 地域の手厚い支援を受けながら，安全・安心な教育環

境の整備と事故等の未然防止に努めました。 

◆ 地域や学校の特色を生かし，日常生活の中で体力向上

や健康増進が図れるような活動を工夫していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己評価結果から次年度へ向けて 学校関係者による主な意見 

◎ 校内研究として道徳科に取り組み，道徳的実践力

に結び付く指導方法や評価の工夫に努めました。 

◆ 道徳科の授業をどのように行っているか保護者等に

示すなど，家庭や地域と十分な連携を図っていきたい。 
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6．特別支援教育の充実 自己評価 関係者評価 

（14） 
特別支援の指導体制が整っており，特別な支援を必要とする児童

生徒のニーズに応じた指導を行っている。 
７．３ 妥当である。 

自己評価結果から次年度へ向けて 学校関係者による主な意見 

◎ 障害のある児童や支援を必要とする児童一人一人に

対するきめ細やかな支援を実施しました。 

◆ 今後も児童のニーズに応じた効果的な指導を実践し

ていきます。 

 

 

 

 

7．国際理解教育の促進 自己評価 関係者評価 

（15） 
自国文化に対する理解を深めるとともに，英語や外国語活動に限らず他国

文化に学ぶ国際理解と国際化に対応した教育の推進に努めている。 
６．８ 妥当である。 

自己評価結果から次年度へ向けて 学校関係者による主な意見 

◎ 外国語活動の授業時数確保や英語学習の環境整備，

SAKURA PROJECTの推進など，国際化に対応した教

育の実践に努めました。 

◆ 新指導要領による外国語活動（外国語科）の全面実施

に向け，今後も工夫改善に努めていきます。 

 

 

 

8．情報教育の推進及び学校図書館の充実 自己評価 関係者評価 

（16） 
高度情報化社会に適切に対応していくことができるよう，各教科に応じた

情報活用能力の育成を目指す情報教育の推進に努めている。 
６．８ 妥当である。 

（17） 学校図書館を整備し，児童生徒の読書活動の充実に努めている。 ７．３ 妥当である。 

自己評価結果から次年度へ向けて 学校関係者による主な意見 

◎ 図書館司書との連携を図りながら，学校図書館の活用

と読書活動の充実に努めました。 

◆ 家庭での読書習慣を定着させられるよう，家庭との連

携を図っていきます。 

 

 

 

 

9．学校校地の自然環境の整備と自然体験学習の推進向上 自己評価 関係者評価 

（18） 

校地内に花と緑の潤いのある教育環境をつくるとともに，児童生

徒の自然体験学習の充実に努め，自分たちの住んでいる地域の自

然環境を守り大切にしようとする心の育成に努めている。  

８．６ 妥当である。 

自己評価結果から次年度へ向けて 学校関係者による主な意見 

◎ 学校の花壇，畑での栽培活動や，公園の花壇への植栽

活動等を通して，自然体験学習の充実に努めました。 

◆ 校地内の豊かな自然環境をさらに生かした教育活動

に努めていきます。 
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10．教職員の資質及び指導力の充実・向上 自己評価 関係者評価 

（19） 
教職員の自己研修を促し，指導力向上を図るとともに，学校課題

の解決を図る校内研究・校内研修を積極的に推進している。 
８．２ 妥当である。 

自己評価結果から次年度へ向けて 学校関係者による主な意見 

◎ 道徳科の研究や学力向上研修などを積極的に推進し，

教職員の指導力向上が図られた。 

◆ 来年度は学力テストの結果を生かし，国語の読解力や

数学的な考え方の力を高めるための研究に取り組みま

す。 

 

 

 

 

11．その他 自己評価 関係者評価 

（20） 

 

子供たちと一緒に話をしたり，教育相談をしたりするなどのふれ合う機会

を多くつくっている。 
８．２ 妥当である。 

（21） 子供たちは学校へ来るのを楽しみにしている。 ８．６ 妥当である。 

自己評価結果から次年度へ向けて 学校関係者による主な意見 

◎ 小規模校の特色を生かし，全教職員が児童と積極的に

ふれ合ったり関わり合ったりしました。 

◆ 今後も自己肯定感や学ぶ楽しさを実感できる教育活

動を推進します。 

・たくさんの保護者からの意見に，丁寧な回答が出

されていて，学校との信頼関係ができていることの

現れ。 

 

 

１２．教育目標について 自己評価 関係者評価 

（22） 
教育目標「自ら学び，心豊かで，たくましく生きる子どもの育成」が，学

校の教育活動において具現化されている。 
６．４ 妥当である。 

自己評価結果から次年度へ向けて 学校関係者による主な意見 

◎ 教職員が教育目標についての理解を深め，日々の教育

活動を通して目標の具現化に努めました。 

◆ 今後も学校評価のＰＤＣＡサイクルを生かし，全教職

員で成果と課題を共有するとともに，よりよい教育活動

の実践に努めていきます。 

 

 

 

 

◆その他：学校関係者による主な意見 

・虐待の問題などは，学校で（子どもむけ）にアンケートはあるのか。 

 学校から：学校では実施していない。地域の方とともに，学校の全教職員が全児童を見取るような学校環境

になっている。具合の悪い子や学校を休んだ子などへのフォローも，全職員が対応できるようにしている。複

数の目で見続けることが大切であると考える。 

 



平成３０年度学校評価 保護者，児童アンケートの結果 

１ 児童の学校生活，家庭生活等に関する意識調査 

（１）保護者の評価 

No. 項 目 
加重 

平均値 

前年 

度比 

1 お子さんは，授業に意欲的に取り組んでいると思う。 5.8 △ 0.4 

2 お子さんは，健康に気をつけ体をきたえていると思う。 3.6 △ 0.4 

3 お子さんは，宿題等の家庭学習に取り組んでいると思う。 5.7 △ 1.0 

4 お子さんは，読書に親しむ態度が育ってきていると思う。 2.5 △ 0.3 

5 お子さんは，早寝・早起き・朝ごはんの習慣など，規則正しい生活をしようとしていると思う。 3.4 △ 0.5 

6 お子さんは，あいさつを交わす態度が育ってきていると思う。 5.9 ▼ 0.1 

7 お子さんは，他人を思いやる心が育ってきていると思う。 6.4 △ 0.8 

8 お子さんは，きまりを守ろうとする心が育ってきていると思う。 6.2 △ 0.7 

9 お子さんは，生命を大切にしようとする心が育ってきていると思う。 6.6  0.0 

10 お子さんは，交通安全や身の回りの安全に気をつけていると思う 6.0 △ 0.3 

11 お子さんは，学校へ行くのを楽しみにしていると思う。 6.2 △ 0.3 

（２）児童の自己評価 

No. 項 目 
加重 

平均値 

前年 

度比 

1 授業に進んで取り組もうとしていますか。 6.4  0.0 

2 健康に気をつけ，好ききらいせずなんでも食べ運動しようとしていますか。 5.1 △ 1.2 

3 家庭学習に進んで取り組もうとしていますか。 6.3 △ 0.7 

4 自分から進んで読書しようとしていますか。 4.3 △ 0.1 

5 規則正しい生活をしようとしていますか。（早寝，早起き，朝ごはんを食べる） 4.4 ▼ 0.2 

6 自分からあいさつをしようとしていますか。 8.6 △ 1.2 

7 友だちに優しくしようとしていますか。 8.5 △ 0.4 

8 決まりを守ろうとしていますか。 8.1 ▼ 0.3 

9 命を大切にしようとしていますか。 8.9 ▼ 0.7 

10 交通事故に気をつけ，安全に生活しようとしていますか。 8.8 ▼ 0.3 

11 学校は楽しいですか。 6.9 ▼ 0.3 

・保護者と児童の相関にずれはなく，意識の差異はないといえる。 

・総じて児童の自己評価の数値が高く，児童の自己肯定感の表れであると考えられる。 

・保護者，児童ともに No.5「規則正しい生活習慣」の評価が低い。児童に対する聞き取り調査や

日々の健康調査等から，高学年になるほど就寝時刻が遅くなったり寝不足のまま登校したりす

る児童が多くなることが分かっている。 

・規則正しい生活習慣の一層の定着を図るために，家庭が連携して改善に取り組んでいく必要が

ある。 

 



平成３０年度 学校評価 保護者アンケート集計 

 

 

 

 

 

 

平成３０年度 学校評価 児童と保護者の相関 
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-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

1.お子さんは、授業に意欲的に取り組んでいると

思う。
2.お子さんは、健康に気をつけ体をきたえていると

思う。

3.お子さんは、宿題等の家庭学習に取り組んでい

ると思う。

4.お子さんは、読書に親しむ態度が育ってきてい

ると思う。

5.お子さんは、早寝・早起き・朝ごはんの習慣な

ど、規則正しい生活をしようとしていると思う。

6.お子さんは、あいさつを交わす態度が育ってき

ていると思う。

7.お子さんは、他人を思いやる心が育ってきてい

ると思う。

8.お子さんは、きまりを守ろうとする心が育ってき

ていると思う。

9.お子さんは、生命を大切にしようとする心が育っ

てきていると思う。

10.お子さんは、交通安全や身の回りの安全に気

をつけていると思う
11.お子さんは、学校へ行くのを楽しみにしている

と思う。

12.学校は、子供たちの心を育てていると思う。

13.学校は、子供たちの学力を高めていると思う。

14.学校は、子供たちの体力を高めていると思う。

15.学校は、保護者や地域の願いを受け止めてい

ると思う。

16.学校は、積極的に教育活動を公開していると

思う。

17.学校は、安全・安心な教育環境の整備に努め

ていると思う。

18.学校は、体験活動など特色ある活動を行って

いると思う。

19.学校は、相談に応じる雰囲気があると思う。

20.子供を、現在の学校に通わせて良かったと思

う。

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

(児)授業に進んで取り組んでいます

(保)授業に意欲的に取り組んでいると思

う

(児)健康に気をつけ、好ききらいせずな

んでも食べ運動しています

(保)健康に気をつけ体をきたえている…

(児)家庭学習に進んで取り組んでいます

(保)宿題等の家庭学習に取り組んでい

ると思う

(児)自分から進んで読書しています

(保)読書に親しむ態度が育ってきている

と思う

(児)規則正しい生活をしています

(保)早寝・早起き・朝ごはんの習慣など

規則正しい生活をしようとしていると思う

(児)自分からあいさつをします

(保)あいさつを交わす態度が育ってきて

いると思う

(児)友だちに優しくしています

(保)他人を思いやる心が育ってきている

と思う

(児)決まりを守っています

(保)きまりを守ろうとする心が育ってきて

いると思う

(児)命を大切にしようとしています

(保)生命を大切にしようとする心が育っ

てきていると思う

(児)交通事故に気をつけ、安全に生活し

ています

(保)交通安全や身の回りの安全に気…

(児)学校へ行くのが楽しみです

(保)学校へ行くのを楽しみにしていると

思う

児童・生徒 保護者



２ 学校の取組に対する保護者の評価 

No. 項 目 
加重 

平均値 

前年 

度比 

12 学校は，子供たちの心を育てていると思う。 6.2 ▼ 0.2 

13 学校は，子供たちの学力を高めていると思う。 6.0 ▼ 0.2 

14 学校は，子供たちの体力を高めていると思う。 5.6 ▼ 0.7 

15 学校は，保護者や地域の願いを受け止めていると思う。 6.1 ▼ 0.3 

16 学校は，積極的に教育活動を公開していると思う。 7.1 △ 0.6 

17 学校は，安全・安心な教育環境の整備に努めていると思う。 7.0 △ 0.3 

18 学校は，体験活動など特色ある活動を行っていると思う。 6.6 ▼ 0.4 

19 学校は，相談に応じる雰囲気があると思う。 6.5 ▼ 0.5 

20 子供を，現在の学校に通わせて良かったと思う。 7.3 △ 0.0 

・全体的に，前年度と同様に概ね良い評価をいただいている。 

・今後もこれまでの教育方針や取組を一層推進するとともに，保護者や地域が西住小学校にどの

ような期待を抱き，どのような願いをもっているのかということについても常に目を向け，地

域とともにある学校づくりを充実させていきたい。 

３ 教職員と保護者の相関 

 （教職員と保護者の相関 地域連携について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（教職員と保護者の相関 学力向上について） 

 

 

 

 

 

 

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

(教)学校運営に対する地域住民・保護者等の参画と意見・要望の反映

～

(教)学校の教育内容や実践を、保護者や地域に積極的に公開し～

(教)保護者の支援や地域の教育力を生かし～

(保)学校は、保護者や地域の願いに応えていると思う

(保)学校は、積極的に教育活動を公開していると思う

(保)学校は、体験活動など特色ある活動を行っていると思う

(保)学校は、相談に応じる雰囲気があると思う

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

(教)学習意欲の向上と生活習慣・学習習慣を改善し～

(保)学校は、子供たちの学力を高めていると思う



（教職員と保護者の相関 心の教育・道徳教育について） 

 

 

 

 

 

 

 
（教職員と保護者の相関 安全・安心について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（教職員と保護者の相関 体力向上について） 

 

 

 

 

 

 

 

・教職員と保護者の評価に差異が認められる部分については，今後も一層の努力をしていくが，

学校での取組が十分に伝わっていないことも考えられるため，教育活動の積極的な公開に力を

入れることも重要である。 

 

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

(教)「道徳の時間」の実施時数の確保と指導方法の工夫改善を行い～

(保)学校は、子供たちの心を育てていると思う

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

(教)児童生徒の安全に対する意識を高めるための指導や～

(教)地震災害等を想定した「避難訓練」「引き渡し訓練」～

(教)「子ども見守隊」「安全パトロール隊」など～

(保)学校は、安全・安心な教育環境の整備に努めていると思う

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

(教)生涯体育・スポーツの視点に立ち～

(保)学校は、子供たちの体力を高めていると思う
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平成３０年度

西住小学校に対する保護者の皆さまからのご意見やご要望等について（回答）

※ ① ～ → 保護者の方々からのご意見やご要望 ■ → 西住小学校からの回答

※ 保護者の方々へのアンケート用紙に記入された文章を，そのまま記載しています。

Ⅰ お子さんについて，お気づきの点がございましたらご記入ください。

① 他の学年の子どもと遊んだり，かかわりたいという気持ちが，より大きくなってきて

とてもいいと思います。授業でほめられるのがうれしくて，とても意欲的になった。

② いつも楽しく通っています。その笑顔から，「学校が好きな場所なんだ」というのが

伝わってきます。いつも見守っていただき，ありがとうございます。

③ 「今，一番学校が楽しい」というのが，子どもの顔から伝わってきます。たくさんの

経験といろいろな体験をして，ぐんぐん成長しています。いつも見守りいただき，あり

がとうございます。

■ 「子どもたちが，学校が楽しいと思えること」や，「子どもたちの成長が感じられる

こと」が，西住小学校の全教職員にとって一番の喜びです。

全ての子どもたちがそのようになることを目指し，保護者の皆さま及び地域の方々と

協力しながら，今後も西住小学校の教育活動を進めて参ります。

④ 放課後学習室が週２回に増えたことはすごく良いことだと思います。なかなか難しい

ことだとは思いますが，もう少し読書に親しむことができれば良いと思います。

■ 柴田町教育委員会のご協力をいただき，昨年度，週１回だった放課後学習室を週２回

にしていただきました。町内小・中学校全９校の放課後学習室に町から派遣される「学

び支援員（元教員等）」を確保するのが大変な中，柴田町教育委員会にはご配慮をいた

だいております。

読書活動については，授業での学習に関連付けた調べ学習での図書室の利用や，５０

冊，１００冊・・・を目標に各学年で取り組んでいる「読書賞」等，本好きな子どもを

育てる取組を学校全体として行っております。

柴田町内の全小・中学校では毎月２３日が「ノーテレビ・ノーゲームデー」となって

おります。「読書好きの保護者のお子さんは，読書が好きになる。」という記事や本も見

られますので，「ノーテレビ・ノーゲームデー」の機会をとらえ，短い時間でもご家庭

で読書タイムを設けてみてはいかがでしょうか。学校でも声掛けをしていきます。

⑤ 図工の材料で家からいろいろと持って行った時，授業中にその材料を他の子と交換す

ることがあります。ちょうだいと言われ，あげることも何度かありました。１年生でも

２年生でもありましたが，一方的にこちらだけあげるのは少し納得いきません。廃品な

らいいですが，買った物でお金をかけているものもあるので，ちょうだいと言われて断

れずにあげてしまうようですが，図工の材料については先生から注意して見てほしいで

す。交換は先生が許したようですが，不公平なやり取りがあるので，特にお金のかかっ

ている材料は注意してほしいです。

■ 申し訳ございませんでした。学校に持ってくる物は「学習に関係する物」や，「新た

に買うのではなく，保護者の許可が得られる家にある物」が基本ですので，今後，気を

付けて参ります。
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⑥ 落ち着きがない。

⑦ 人の目を気にし過ぎるため，自信をもって発言できていない気がする。失敗をするの

がとにかくいやな部分が心配。

■ 「落ち着きがない。」あるいは「人の目を気にし過ぎる。」という理由や原因は，その

お子さんによって様々です。またご家庭と学校でのお子さんの様子に違いがあることも

あります。その理由や原因によって，より適切な対応の仕方も変わってきますので，連

絡ノートや電話等で，まず担任に具体的にご相談いただければと思います。必要であれ

ば家庭訪問をしてより詳しくお話を伺うことや，学校に来ていただいている相談員や学

校カウンセラーによるカウンセリングもできます。

⑧ 友達とのつきあい方で誤解をまねいたりして難しく感じるときが来るのが親として不

安です。

■ 話の聞き方の練習やコミニュケーションスキルの習得等，担任と特別支援教育支援員

と連携した支援もできます。お子さんにも保護者にも不安のないように，担任及び学校

と十分に連絡を取り合って支援をしていきましょう。

⑨ 自主勉強など，時には大変そうな時もありますが，先生からのコメントや評価などを

励みに，意欲的に取り組んでいます。

⑩ まだまだ勉強（学校，家庭共に）は，やらされている感が強いです。「勉強が楽しい！」

となれば，おのずと成績も良くなるのでしょうが。自主勉強が身に付いていないと，中

学校になったときに皆とだいぶ差がついてしまいます。自主勉はなぜするのか，どんな

ことを勉強するのかなど，家庭でも話しますが，もう一度，学校でも確認していただく

と幸いです。

■ 自主勉強の意味や大切さについて，再度，各学級で指導をいたします。合わせて，「家

庭学習の手引き（保護者用・平３０年度版）」も再配布いたしますので，ご家庭でもそ

の意味や内容についてご理解をいただき，お子さんにお話しいただければと思います。

一般に，その人の言動が変わるのは，「①相手の話の内容を理解し，②その内容に納

得し，③その人の意識が変わることによって，④少しずつ行動が変わり，⑤繰り返し続

けることで少しずつ習慣化され身に付いていく。」と言われています。

つまり，その人の言動を変えるためには，「習慣付けのための工夫や努力」と「根気

強い働きかけ」，「時間」が必要であるということになります。これらのことから，学校

とご家庭が同じ考えと方向性をもち，協働でお子さんに粘り強く働きかけていくことが

大切ではないかと考えております。

⑪ 学年が上がるにつれ，乱暴な言葉が増えてきた。

⑫ 自宅では使わない乱暴な言葉を使うことがある。

■ 乱暴な言葉は，相手の心に深い傷を負わせることがあります。しかも，心の傷は外か

らは見えないだけに，その傷が深く癒えずにずっと残っている可能性もあります。だか

らこそ，その言葉は相手にどのように伝わってしまうのか，相手の立場になって言葉を

選ぶことの大切さを子どもたちにしっかりと教える必要があるではないかと考えます。

各学級では，国語の時間での話し方の学習だけでなく，その場その場での担任の指導

を心掛けています。テレビなどのメディアの影響（暴力的な言葉等）も考えられますの

で，ご家庭でもその時々に応じたお声掛けをしていただければと思います。
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⑬ 早寝早起きがなかなかできなくて，親の言うことにも反抗するのでとても困っており

ます。

■ 早く起きるためには，就寝時刻が大切です。また寝る直前まで刺激の強いテレビ番組

を見たりパソコンの画面を凝視したりしないことや，スマートフォンのブルーライトを

浴びないようにすることも，寝付きや熟睡をするためには大切だと言われています。

一方で，子どもと話し合って「就寝時刻のルールを決める」ことも大切です。親とお

子さんがお互いに納得する・無理のないルールを作ることは，それが継続することによ

って就寝時刻の習慣化につながっていきます。

⑭ 宿題をするときに，テレビを見ながら，タブレットを見ながらなので，高学年なので，

ながら勉強はやめ，集中して学習してほしいです。

■ 「いくつかのことを同時に行うことは合理的」と考える児童がいますが，実はどちら

にも集中力を欠き，効果が薄くなっていることが，実際には多く見られます。そういっ

たことを伝え，自分で正しい判断ができるように学校でも話します。ご家庭でもお話し

いただければと思います。

⑮ 学年が上がるにつれて習い事が多くなり，夜に寝るのが遅くなったり宿題なども雑に

なったりしています。（時間が足りない？）その反面，他学区の人と親しくなったり挨

拶や礼儀が身についたりもしています。

■ 「学区の人と親しくなり挨拶や礼儀が身についたり」ということは，子どもの成長が

見られ，とても素晴らしいことです。ただ，「夜，寝るのが遅くなること」や「宿題が

雑になること」によるマイナス面は確実にあります。

例えば，睡眠不足による集中力や記憶力，免疫力の低下は明らかですし，学習の定着

不足につながっていることも考えられます。無理がなく，続けられる工夫を親子で考え

てみてはいかがでしょうか。

⑯ 学校の先生は，学校で楽しんで生活しているとお話しして頂いたのですが，子どもは

学校が楽しくないと話をします。私を心配させようとしているのか，何か心の奥にある

のか少し心配です。しかし，学校の先生が毎日の生活を見ていて楽しんでいるとお話し

しているので安心しています。

■ まず，お子さんは「何が，どのような時に，どのように楽しくないのか。」を理解し

てあげることが大切ではないでしょうか。「自分が苦手な教科の学習の時に楽しくない。」

と「友達との関係がうまくいかないから楽しくない。」という理由では，対応の仕方や

支援の仕方が大きく違ってきます。

お子さんとお話になって学校での様子に不安を感じたり「楽しくない理由や原因」が

分かったりした場合は，ぜひ担任までご連絡いただければと思います。西住小学校では，

事件や事故，いじめや不登校等あらゆることに対して「①未然防止→②早期発見→③早

期対応→④再発防止→①②③④～」のサイクルで，担任だけでなく，西住小学校の全教

職員が「子どもたちの楽しい学校生活」を願って日々，取り組んでいます。

⑰ 毎日，ランドセルがぱんぱんです。家庭学習で使用しない教科書やノートなども持ち

帰って来ています。以前は「あたりまえ」のことではありましたが，昔よりも１冊１冊

が重くなっているように感じます。学校に，使用しない教科書を置いておく「置き勉」

は可能でしょうか。
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■ 西住小学校では以下のような取組を行っています。

◆ 基本的な考え方：学習に必要な物を，必要な時に，適切に持ってくる・持ち帰る。

○ 児童の安全面から

安全面から，児童の荷物は一度に持ってきたり持って帰ったりすることがないよ

う計画的に・分散して持ってくる・持ち帰る配慮をしてきました。両手に荷物（習

字道具と給食袋，絵の具等）を持っての歩行は，転んだ時に手を付くことができず

けがをする可能性があるからです。

○ 児童の学習面から

家庭学習は，学校での積極的な学習につながる「予習」（分からないことや疑問

を見付けたりすること等）と，学校での学習を習熟・深化・拡充することにつなが

る「復習」に大変効果的です。

これらの点から，家庭学習に必要なプリントやドリル，資料集等を持ち帰ったり

学校に持ってきたりすることは必要です。しかし面倒だからという理由で，かばん

の中にいろいろな物を入れっ放しにしておくことは，効果的な家庭学習につながら

ないばかりでなく，先の見通しをもって学習の準備と片付けをする学習習慣や生活

習慣を身に付けることにつながりません。これらの習慣は，毎日の繰り返しの中で

定着し身に付いていくことですから，簡単に「かばんが重い！」と面倒がる児童に

は，学習用具の準備と片付けの大切さを理解させ，納得させ，習慣付けをすること

が大切だと考えています。

○ 荷物の重さの目安（一例）

「体重の１５％以下が望ましい。」ということを整形外科のお医者さんがお話にな

っていました。西住小学校でも参考にしています。

※ 児童の体重や体力，体調等による個人差もある。

〈 西住小学校児童の平均体重 〉 → 〈 荷物の重さの目安 〉

１年生 22.5 Kg ×１５％ ≒ ３．４ Kg以下

２年生 24.5 Kg ×１５％ ≒ ３．７ Kg以下

３年生 31.9 Kg ×１５％ ≒ ４．８ Kg以下

４年生 35.9 Kg ×１５％ ≒ ５．４ Kg以下

５年生 39.5 Kg ×１５％ ≒ ５．９ Kg以下

６年生 41.6 Kg ×１５％ ≒ ６．２ Kg以下

⑱ 年齢的にか，手の抜き方が分かってきたからか，全体的にやる気が感じられない。

■ 人が「やる気」を起こす理由は，色々あります。中でも，対象に対して，自分自身が

興味や関心を強くもち，他人事ではなく自分事としてとらえることができた時や，「誰

かのために○○○をしたい。」といった強い動機付けがあった時は，周りの人が驚くよ

うな努力や工夫をする姿が見られることがあります。

学校，家庭，地域のそれぞれの役割を考えながら，それぞれの立場と場所で協働によ

る「子どもたちのやる気」を引き出していきたいと考えています。

一般的に，自分の意思や判断で課題を決めて学習（勉強）に取り組む「自主的な家庭

学習」の意義として，以下の点が挙げられています。

＊ 授業の復習 → その日のうちに復習し繰り返すことが学習の定着に効果的である。

＊ 授業の予習 → 疑問と余裕をもって学習に臨め，授業での理解を早める。
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＊ 学習の習慣付け → 継続することで，学習が定着していく習慣を身に付ける。

＊ 集中力，根気，我慢強さの向上 → 学力を伸ばしていく基盤となる心を育てる。

自主的に学習に取り組み，保護者から声を掛けられたり努力を認められたりすること

が，お子さんの家庭学習の意欲付けや学習の理解と定着にもつながりますので，ご家庭

での自主勉強にご協力をよろしくお願いいたします。

Ⅱ 学校についてお気付きの点がございましたらご記入ください。

⑲ 西住小学校は特に，親が参加してもいいイベントが多く，学校生活が身近に感じられ

てとてもいい。先生方も全員を知っていて，帰りが遅いなどの連絡にもすぐに対応して

いただける。とてもいい学校だと思います。ただ，帰りも見守ってくれるスクールガー

ドさんがほしいです。西住だけ帰りはいないと思います。

■ 西住スクールガードの皆さまには，暑い日も寒い日も街頭に立ち，子どもたちの登下

校時の見守りと安全指導をしていただいております。また交通安全教室や持久走大会等

の学校行事にもコース上の安全指導をしていただいております。しかもお仕事の合間を

縫って見守りに来ていただいておりますので，大変ありがたく思っております。このよ

うな状況ですので，児童の下校時の常時見守りをすることは難しい状況です。

以上のことをご理解いただき，学校・家庭・地域で協力して，無理なくできることを

検討できたらと考えております。

⑳ 不審者の侵入を招かないよう，昇降口は防犯のため鍵を閉めてほしい。

■ １１月２６日発行の学校だより「にしずみ」（Ｎｏ９）でもお知らせをしましたとお

り児童昇降口のドアは施錠をし，来校者は職員玄関から入って職員室での受付をお願い

しております。昇降口の施錠は防犯だけでなく，冷気を校舎内に入れないようにするた

めでもありますので，ご協力をお願いいたします。

㉑ 電話番号の個人情報はできればやめてほしい。子供会なら班長さんだけ管理する等。

（他の学校は４月に班長さんがもらい３月に返却しています。）

■ 学校及び学級からのおたより等，個人情報については，今後も十分気を付けて参りま

す。「子ども会」での活動や内容については，「子ども会」での対応をご連絡していただ

ければと思います。

㉒ 縦割り，地域など，いろいろな人との関わりを通した学びができていると感じる。思

いやりやあいさつなど，人間関係で大切なことを今後さらに学んで実践してほしいと思

う。先生はいいところも課題も言ってくれるので信頼できる。

㉓ 西住小はクラス担任だけでなく，様々な先生が関わってくださっているように感じま

す。他の学校に比べ，優しい子が育っている気がします。（話を聞いたり見たりすると）

■ 集団で活動や学習することを通して学ぶことの一つとして，「友達と関わりながら，

よりよいコミュニケーションの仕方や人間関係を築く力を養う。」事があります。自他

の良さを認め合い，助け合い，学び合える学級・学校になるよう，今後も子どもたちへ

の指導・支援をして参ります。
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㉔ 役員活動や集まりの時ですが，皆が皆，実家や誰かに子ども（未就学児等）を預けて

行けるわけではないので，もう少し寛容な雰囲気に（小さな子どもに）なるようにして

もらいたいです。そうでないと，なかなか役員になることができない人もいると思いま

す。

■ 限られた短い時間の中で，会議を和やかにそして効率的に進めることは，どの会議に

おいても大切なことですので，各会議の参加者全員が工夫と努力，協力をして参りまし

ょう。

㉕ 通学路のことです。昭和電線社宅をすぎてすぐの歩道（片面が土手のようになってい

る）ですが，草が茂っていて歩道が狭くなっているように感じます。昔は二人で並んで

歩けていたのに，今は一人で歩く幅しかありません。

■ 柴田町の管理・管轄になっておりますので，教育委員会を通して刈り払いを依頼いた

します。本年度も４月から登校時は教頭が通学路を歩き，安全指導を行っております。

㉖ 校長先生をはじめ，先生方が子どもたちのことを考えて，熱心な教育をして頂いてい

ると思います。５年生の社会見学は電車で仙台に行き，班ごとにお昼を食べて，少人数

のクラスだからこそできる体験ができ，子どもがうれしそうに話をしてくれました。中

学校は人数が多くなり戸惑うこともあるかと思いますが，たくましく育ってほしいです。

㉗ 先生方がいつも笑顔で話しやすいです。

㉘ 相談などいつも親身になって聞いて頂いて，先生方には本当に感謝しています。

㉙ 先生方にはきめ細やかなご指導をしていただき，ありがとうございます。毎年書かせ

ていただいておりますが，「がんばりタイム」を通年で行ってはいかがでしょうか。そ

の時期だけではもったいないと思います。マラソンばかりであきるのでしたら，「なわ

とびタイム」などでも良いかと思います。ご検討ください。

㉚ 給食，合宿の食事等，いつも細やかに安全面に気をつけていただき，安心して通わせ

ることができ，ありがたいです。

■ 担任だけでなく，西住小学校の全教職員がどの学級の子どもにも関わり，支援してい

こうと声を掛け合っています。

■ 「なわとびタイム」については，昨年度も一昨年度も実施しており，今年度は，１月

９日～２月２０日までの予定で，水曜日は短なわ，金曜日は長なわでのなわとびタイム

を行います。

㉛ 学習発表会の時に，駐車場として校庭を使わせてほしいです。

■ 一般的に，校庭を駐車場にした時の問題や課題となるのが「誘導員の確保と事故の防

止」及び校庭が雨などでぬかるんでいる時の駐車による「タイヤのわだち（跡）の修復

作業」です。

西住小学校の校庭までの狭い道を，児童及び徒歩での来校者と車が事故なくスムーズ

に進入出するためには，安全を確保する誘導員が必要です。

しかし，学習発表会の時には，全教職員がそれぞれの係をもって終日仕事をしており，

車を誘導することはできません。また，保護者の皆さんも自分のお子さんの発表（兄弟

姉妹がいる場合もある）を見る時間が必要です。さらには，車が校庭に付けてしまった

タイヤのわだち（跡）を，次の日以降，子どもたちがけがをしないように再び平らにす

るためには，多くの人手と時間が必要となります。このような理由から，西住小学校で

は校庭を駐車場として使うことは実施しておりませんでした。
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ただ，ご来賓及びやむを得ない理由（足をけがをしている等）で車を使う場合もあり

ますので，最小限度の駐車場所として，年度始に西住公民館の駐車場とその東側の私有

地を駐車場としてお借りしております。

このような事情をご理解いただき，徒歩でのご来場にご協力をいただけたらと考えて

おります。

㉜ 子どもたちの能力（可能性）は∞（無限大）とまでは言いませんが，とても大きいと

思います。学習面や運動面，文化面など，より多くの機会を与えていただければと思い

ます。（陸上大会，コンクールなどのアナウンス）

㉝ 地域に開けた学校であり，地域住民と共に子どもを育てている学校だと思います。先

生方には，常に一人ひとり目を掛け，手を掛けていただき感謝しております。

■ 学力や体力の向上と共に，豊かな心を育むこと。さらには，新学習指導要領の実施に

向け，道徳の特別教科化や中学年で「外国語活動」を，高学年では「外国語科」の導入

等，学校教育が担う役割は年々増加しております。これらのことは，限られた授業日数

と時間の中で，いかに子どもたちによりよい教育活動を行うことができるのかが問われ

ているということだと考えております。

一方で，これらのことは学校だけで全てできることではなく，家庭や地域と連携し，

それぞれの役割と責任を認識しながら「協働」で子どもたちの教育に当たっていくこと

が，子どもたちを健全に育てていくことにつながるのではないかと考えております。

このような認識に立ち，学校では，子どもたちの可能性を最大限伸ばせるよう今後も

教育活動への工夫と改善を行っていきますので，今後とも学校教育へのご協力をよろし

くお願いいたします。

㉞ 運動会は，子どもたちのもの。どうして年寄りだけ張り切って，年寄りの種目の方が

多いの？ 午前中だけ，子どもだけでいいのでは？年寄りが校庭につばを吐いて，きた

ない。わくわくまつりも，時間の無駄。そんなことより，授業をすすめるべき。

㉟ 学力も大切ですが，私は子どもたちが，学校生活が楽しいと思えることを望んでいま

す。それは，子どもたちそれぞれの考え方次第だと思います。子どもならではの，いろ

んなことにわくわくする心を大切にしながら，また，子どもから学びながら，親も一緒

に楽しんでいきます。先生方にはいつも感謝しております。ありがとうございます。

■ 「西住小学校・第３０区合同大運動会」は，平成３０年度で１８回を迎えます。学校

と地区との合同運動会は，運動に親しみ，運動や健康についての関心・意欲を高め，健

康増進を図ることはもちろんのこと，児童と地区民との協力活動を通して，集団や地区

への連帯意識や親睦を深める西住小学校の特色ある大切な行事となっております。

「わくわくまつり」も，児童が地域の方々とふれ合い，地域の方々と一緒に楽しむ機

会となっております。さらには，地域の学校として，西住小学校の教育活動に様々なご

協力をしていただいている地域の方々に，児童が感謝の気持ちを伝える大切な機会とも

なっております。本年度は，地区の方々が「縄ない」や「ヨーヨー」，「けん玉」「竹馬」

「竹とんぼ」など１５種類のコーナーを設けていただき，また児童は「魚釣り」や「お

化け屋敷」などをコーナーを学年ごとに作って楽しむことができました。これらの様子

は，平成３０年１１月２７日付け河北新報の朝刊にも記事として取り上げられました。

来年度もこのような活動を行う予定ですので，これらのコーナーでの子どもたちの笑

顔あふれる様子をぜひご覧いただければ幸いです。
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㊱ 小さい学校なので，よく見て頂きいつも感謝しております。しかし，中学校になると

人数も多く，雑多な環境になります。あまりにギャップがあり，大丈夫かと思います。

１クラスだけで６年間過ごすというのはどうなのかと思います。もう少し人数がいて，

切磋琢磨できる環境の方がよいのではと思います。この時代，これだけ手を掛け目を掛

けて頂いていること，本当にありがとうございます。

■ 中学校への進学が近付いてくると，児童だけでなく保護者の皆さんも不安を感じられ

ることが出てくるかと思います。

そこで，それらの不安を少しでも軽減し，子どもたちが楽しく中学校生活が送れるよ

うに以下のことを実施しております。

① 平成３０年５月１５日（火）小中連絡会

・ ６年担任が大河原中学校１年生の授業参観と大河原中学校教員との情報交換を

行い，大河原中学校進学に向けたより良い指導の一助とする。

② 平成３０年１１月１６日（金）西住小学校・大河原南小学校交流会

・ 大河原中学校に入学する西住小学校と大河原南小学校６年生が，大河原南小学

校で交流会を行い，お互いを知り，親しみ，仲良しになる。

③ 平成３０年１１月３０日（金）３校交流会，大河原中学校入学生学校見学会

・ 西住小学校と大河原南小学校の６年生が大河原小学校で交流会を行い，その後，

大河原中学校で授業参観，中学校生活についての説明，部活見学を通して，中学

校生活への理解を深める。

④ 平成３１年２月６日（水）西住小学校授業参観

・ 大河原中学校の先生に西住小学校６年生の授業を参観していただき，その後，

６年生担任と大河原中学校の先生が情報交換を行う。

⑤ 平成３１年２月１５日（金）６年生授業参観・大河原中学校入学生説明会

・ 西住小学校６年生の授業参観日に大河原中学校の先生に来ていただき，中学校

の準備物や中学校の生活について話を聞いて中学校生活への理解を深める。

⑥ 上記の他，３月末には６年生担任，特別支援コーディネーター，養護教諭が大河

原中学校へ行き，子どもたちの良さや配慮してほしいことを伝え，小学校から中学

校へのスムーズな引継ぎを行う。

今後，中学校進学に向けて不安やお聞きになりたいこと等がありましたら，ご遠慮な

く担任や学校までご連絡いただければと思います。

以上，たくさんのご意見・ご要望をいただきありがとうございました。これら

のご意見・ご要望を参考に，西住小学校の今後の教育活動を改善して参ります。


	2018保護者からの主な意見・要望と対応（保護者配布　第３項）.$td.pdfから挿入したしおり
	西住小学校に対する保護者の皆さまからのご意見やご要望等について（回答）


