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もだちを思いやる子
く考える子
よくたくましい子 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞは

こちら

裏面をご覧ください。

お忙しい中，学校評価へのご協力をいただきまして誠にありがとうございました。結果をお知らせいたします。今後も学校へ

のご意見・ご指導・お気付きの点等，ございましたらお知らせください。 豊津小学校℡８２－１１３９
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児 童７月

保護者７月

児 童12月

保護者12月

児 童７月保護者７月児 童12月保護者12月

そう思う 84.1%61.3%86.7%63.4%

まあそう思う 15.9%29.0%13.3%36.6%

あまりそう思わない 0.0%9.7%0.0%0.0%

そう思わない 0.0%0.0%0.0%0.0%

①先生はわかりやすく勉強を，教えてくれる。
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児 童７月

保護者７月

児 童１２月

保護者１２月

児 童７月保護者７月児 童１２月保護者１２月

そう思う 68.2%67.7%66.7%58.5%

まあそう思う 29.5%29.0%31.1%41.5%

あまりそう思わない 2.3%3.2%2.2%0.0%

そう思わない 0.0%0.0%0.0%0.0%

②先生は｢やってみたい｣と思うような楽しい授業をしてくれる。
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児 童７月

保護者7月

児 童12月

保護者12月

児 童７月保護者7月児 童12月保護者12月

そう思う 90.9%51.6%80.0%58.5%

まあそう思う 6.8%38.7%20.0%36.6%

あまりそう思わない 2.3%6.5%0.0%4.9%

そう思わない 0.0%3.2%0.0%0.0%

③勉強がわからない時には，先生が手助けをしてくれる。
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児 童７月

保護者7月

児 童12月

保護者12月

児 童７月保護者7月児 童12月保護者12月

そう思う 77.3%71.0%73.2%82.2%

まあそう思う 20.5%25.8%11.1%11.1%

あまりそう思わない 0.0%3.2%4.4%4.4%

そう思わない 2.3%0.0%2.2%2.2%

④ほめてくれたり，困った時に助けたりしてくれる先生がいる。
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児 童７月

保護者7月

児 童12月

保護者12月

児 童７月保護者7月児 童12月保護者12月

そう思う 81.0%74.2%84.4%68.3%

まあそう思う 14.3%19.4%11.1%26.8%

あまりそう思わない 4.8%6.5%4.4%4.9%

そう思わない 0.0%0.0%0.0%0.0%

⑤私のクラスは楽しく，教室は安心できる場所である。
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児 童７月

保護者7月

児 童12月

保護者12月

児 童７月保護者7月児 童12月保護者12月

そう思う 77.3%74.2%73.3%75.6%

まあそう思う 20.5%22.6%22.2%24.4%

あまりそう思わない 0.0%3.2%4.4%0.0%

そう思わない 2.3%0.0%0.0%0.0%

⑥学校で，命の大切さや社会のきまりを教えてもらっている。
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児 童７月

保護者7月

児童12月

保護者12月

児 童７月保護者7月児童12月保護者12月

そう思う 59.1%74.2%44.4%68.3%

まあそう思う 25.0%19.4%42.2%31.7%

あまりそう思わない 11.4%6.5%11.1%0.0%

そう思わない 4.5%0.0%2.2%0.0%

⑦学習や生活など困ったことについて学校の先生に

相談しやすい。
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児 童７月

保護者7月

児 童１２月

保護者12月

児 童７月保護者7月児 童１２月保護者12月

そう思う 84.1%74.2%73.3%92.7%

まあそう思う 15.9%25.8%22.2%7.3%

あまりそう思わない 0.0%0.0%4.4%0.0%

そう思わない 0.0%0.0%0.0%0.0%

⑧自分の命を守る方法について学ぶことができている

(安全確保や健康管理)



※

＜成果＞

昨年度のアンケート結果より，課題となった次の２点について考察する。

⑫自分から進んであいさつをしている(子供はそうしていると思う)

児童 ７月肯定８４．１％→12月肯定８８．９％

保護者 ７月肯定８０．６％→12月肯定９７．５％

昨年度は，１月のアンケートで保護者児童とも肯定的回答が約８割だっ

た。今年度，さらに運営委員会中心にあいさつをより良くしようという様々な

活動を行ったり，保護者の皆様や地域の皆様とあいさつ運動を行ったりし

たことで，相手が気持ちよく感じるあいさつをしようとする意識が高まったと

考えられる。今後も引き続き，地域の皆様，保護者の皆様と学校で協力し

て指導していきたい。

⑮自分には良いところがあると思う

児童 ７月肯定６８．２％ １２月肯定７９．６％

昨年度は１月のアンケートで肯定的回答が約７割であった。今年度は８割

のため，自己肯定感が少し高まったといえる。全職員で子ども達の自己肯

定感を高めようと，良いところを認めたり，個に応じて活躍する場を設けた

りしてきた。また，保護者の皆様も，お子様の良いところを認める声かけを

してくださったことから，自分の良さに気付く機会が増えてきたため，子ども

達の自己肯定感が高まったのではないかと考える。しかし，まだ，否定的

回答の児童が約２割いることに十分配慮し，今後も一人一人の良いところ

を認める声かけや，自分の良さを発揮できる場の設定に努めていかなくて

はならない。
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そう思う 90.3%90.2%

まあそう思う 9.7%7.3%

あまりそう思わない 0.0%2.4%

そう思わない 0.0%0.0%

⑨学校は，たよりやﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ，その他の方法で情報をよく

発信している。
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保護者７月保護者12月

そう思う 90.3%92.7%

まあそう思う 9.7%7.3%

あまりそう思わない 0.0%0.0%

そう思わない 0.0%0.0%

⑩学校は，家庭・地域と積極的に連携･協力している。
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保護者７月

児童12月

保護者12月

児童 ７月保護者７月児童12月保護者12月

そう思う 67.4%41.9%55.6%36.6%

まあそう思う 20.9%41.9%35.6%46.3%

あまりそう思わない 9.3%16.1%6.7%12.2%

そう思わない 2.3%0.0%2.2%4.9%

⑭インターネットを通して人を傷つけるようなことはしていない

（子供のインターネットの利用状況について責任をもって把握している）
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児童７月保護者７月児童12月保護者12月

そう思う 95.5%58.1%83.0%48.8%

まあそう思う 0.0%22.6%6.4%34.1%

あまりそう思わない 0.0%19.4%4.3%14.6%

そう思わない 4.5%0.0%6.4%2.4%

⑬学校は，安全教育と健康管理のための取組を十分に

行っている。
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児童12月

保護者７月児童７月保護者12月児童12月

そう思う 74.2%72.7%78.0%48.9%

まあそう思う 16.1%20.5%19.5%40.0%

あまりそう思わない 9.7%4.5%2.4%11.1%

そう思わない 0.0%2.3%0.0%0.0%

⑪学校に行くのは楽しい(子供はそう感じている)
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児 童12月

保護者12月

児 童７月保護者7月児 童12月保護者12月

そう思う 45.5%41.9%48.9%78.0%

まあそう思う 38.6%38.7%40.0%19.5%

あまりそう思わない 13.6%16.1%11.1%2.4%

そう思わない 2.3%3.2%0.0%0.0%

⑫自分から進んであいさつをしている（子供はそうしていると思う）
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児童12月

児童７月児童12月

そう思う 34.1%36.4%

まあそう思う 34.1%43.2%

あまりそう思わない 20.5%13.6%

そう思わない 11.4%6.8%

⑮自分には良いところがあると思う

＜課題＞

アンケートの結果より，それぞれの項目において数％否定的回答があ

ることに注目していきたい。子どもにとって，学校が安心・安全な場所で

あること，困った時に助けてくれる友だちや先生がいることなど，どの子

も学校に居場所があることは，学校として最低限満たさなければならな

い条件である。否定的回答の児童の心が満たされ肯定的回答に変わ

れるよう，保護者の皆様と学校と，常に協力し合って子ども達の教育に

あたっていきたい。

アンケートは７月１２月とも２０日頃ご協力をいただきました。お忙しい中誠にありがとうございました。何かありましたらいつでも連絡をいただき，学校と

保護者の皆様と協力し合ってより良い教育活動を行っていきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。





※今年度は，第２回

学校運営連絡協議

会が中止のため，

学校関係者評価は

なし。

枠内は学校関係者評

価

※出された意見は，⑤とま

とめて記載

自己評価

①先生はわかりやすく勉強を，教えてくれる。

②先生は｢知りたい｣｢やってみたい｣｢できるようになりたい｣と思うような楽しい授業をしてくれる。

③勉強が分からない時には，先生が手助けをしてくれる。

④ほめてくれたり，困った時に助けたりしてくれる先生がいる。

学習(授業)に関しては，児童や保護者の評価｢そう思う｣が高いのに比べ，教師の評価のそれは今年度も低い。心理学研究では一般的に，

言われる。意識の向上度合いを測ることは，スキルの変容を推し量る上で重要であるので，今後も教師の指導スキル変容の指標として注視していきたい。

ら，｢何が見えているか，何を考えているか，どのように感じているか｣について分析・考察することは，重要なことなので

す。今後も不断の授業改善を通して，教師の自尊感情の高揚に努めます。（教師評価⑫校内研修が授業改善に役立っている。「そう思う」は，昨年度比＋８．３％）

⑤わたしのクラスは楽しく，教室は安心できる場所である。

児童の評価(１月)でも｢そう思わない｣が依然としている。｢あまりそう思わない｣と答える児童と合わせて１０%

ことは，問題である。誰もが安心して，生活や学習ができる環境の醸成を目指していく必要がある。情報交換を継続しており，各教師の些細な気になることや保護者とのやりとりも共有し，それに

基づいて全職員で看護していくことを基本にしている。今後も多くの目で見守っていくことを継続していく。

⑥学校で，命の大切さや社会のきまりを教えてもらっている。

様々な場面や教育活動を通して，自他の尊重や安全教育，規範意識の醸成ができている。今後も引き続き継続指導に努めていきます。

⑦学習や生活など困ったことについて，学校の先生に相談しやすい。

児童の評価(１月)で｢あまりそう思わない｣と｢思わない｣の合計が６月より減少しているものの，まだ１０%を越えているのが気になる。児童の立場や目線に立って話を聴く姿勢を大切にすると共に，

今後も職員研修を通して話を聴くスキルの習得に努めていく。

⑧学校で運動をしていろいろなことができるようになったと思う。

児童の１月の評価｢そう思う｣が，２０ポイント上がっている。しかし，体力テスト結果のＡ＋Ｂ級は昨年度の県平均を上回っているものの６３．８

学校教育活動全体で，楽しみながら運動を継続して取り組む意欲や態度を醸成し，体力の向上を図っていく。

⑨児童は誰とでも仲良く，楽しく，学校生活を送っている。

児童の評価(１月)で｢そう思う｣が約９ポイント向上しているが，｢あまりそう思わない｣，｢そう思わない｣と答える児童が増加していることが心配である。誰とでも仲良く協力して，生活や学習ができる

環境の醸成を目指して，関わり合いを大切にした教育活動が大切である。

・学校は，家庭・地域と積極的に連携・協力している。

本校のように地域や家庭と学校が密接に連携して教育活動を行っているところはあまりない。今後も建設的な意見

ティー・スクール導入に備えたい。

・学校は，便りやホームページ，その他の方法で情報をよく発信している。

今年度は教職員全員でホームページを作成している。今後も一斉メールやホームページ，自治会回覧等を通して，豊津小学校の様子を紹介していく。

・学校は，安全教育と健康管理のための取組を十分に行っている。

今年度，学校安全総合支援事業の市の拠点校として活動してきて，様々な成果が残せた。本校学区は，交通量の多い幹線道路があり，浸水想定区域でもあるので引き続き安全指導を徹底し，

事故０・逃げ遅れ０を目指していく。また，歯科等の治療・処置率をあげるための保健指導もあわせて継続していく。

・子供の携帯(ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ,ｹﾞｰﾑ機等)やPCの使用状況について，責任をもって把握している。

今年度も，１学期末の保護者会や２学期の児童朝会，３学期の入学説明会などの授業以外でも情報モラル･セキュリティーについて啓発や指導の時間を確保してきた。学校の授業だけでなく，家

庭においてもＩＣＴを活用して学習する準備が整いつつあり，利便性とともに危険性も併せて学習する重要性が高まってきている。教師からは課程での活用状況が見えにくいので，保護者との連携

を密にして指導にあたっていきたい。毎月いじめアンケートを実施し，些細なことも報告しているので報告数が

ている。どの学年でも報告があるが，継続していじめられていると申告している児童はいない。





が高いのに比べ，教師の評価のそれは今年度も低い。心理学研究では一般的に，｢自尊感情｣の変容は学習の意欲付けにつながる，とも

言われる。意識の向上度合いを測ることは，スキルの変容を推し量る上で重要であるので，今後も教師の指導スキル変容の指標として注視していきたい。(学習者や指導者という主体の視点か

について分析・考察することは，重要なことなので)現在でも本校教師の指導スキルとその引き出しは，確実に向上していま

す。今後も不断の授業改善を通して，教師の自尊感情の高揚に努めます。（教師評価⑫校内研修が授業改善に役立っている。「そう思う」は，昨年度比＋８．３％）

と答える児童と合わせて１０%いることが心配である。また，教師自身｢あまりそう思わない｣と回答するのが１０%いる

ことは，問題である。誰もが安心して，生活や学習ができる環境の醸成を目指していく必要がある。情報交換を継続しており，各教師の些細な気になることや保護者とのやりとりも共有し，それに

基づいて全職員で看護していくことを基本にしている。今後も多くの目で見守っていくことを継続していく。

様々な場面や教育活動を通して，自他の尊重や安全教育，規範意識の醸成ができている。今後も引き続き継続指導に努めていきます。

を越えているのが気になる。児童の立場や目線に立って話を聴く姿勢を大切にすると共に，

が，２０ポイント上がっている。しかし，体力テスト結果のＡ＋Ｂ級は昨年度の県平均を上回っているものの６３．８%(Ｈ３０は６８．９%)と２年続けて低下している。今後も

学校教育活動全体で，楽しみながら運動を継続して取り組む意欲や態度を醸成し，体力の向上を図っていく。

と答える児童が増加していることが心配である。誰とでも仲良く協力して，生活や学習ができる

本校のように地域や家庭と学校が密接に連携して教育活動を行っているところはあまりない。今後も建設的な意見(学校行事の評価等)を出し合い，よりよい連携を模索し，次年度のコミュニ

今年度は教職員全員でホームページを作成している。今後も一斉メールやホームページ，自治会回覧等を通して，豊津小学校の様子を紹介していく。

今年度，学校安全総合支援事業の市の拠点校として活動してきて，様々な成果が残せた。本校学区は，交通量の多い幹線道路があり，浸水想定区域でもあるので引き続き安全指導を徹底し，

事故０・逃げ遅れ０を目指していく。また，歯科等の治療・処置率をあげるための保健指導もあわせて継続していく。

今年度も，１学期末の保護者会や２学期の児童朝会，３学期の入学説明会などの授業以外でも情報モラル･セキュリティーについて啓発や指導の時間を確保してきた。学校の授業だけでなく，家

庭においてもＩＣＴを活用して学習する準備が整いつつあり，利便性とともに危険性も併せて学習する重要性が高まってきている。教師からは課程での活用状況が見えにくいので，保護者との連携

を密にして指導にあたっていきたい。毎月いじめアンケートを実施し，些細なことも報告しているので報告数が11件と多くなっている。解消までに３ヶ月の経過観察が必要なので，未解消1件となっ


