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平成3１年度 貢川小学校学校評価アンケート集計結果（貢川小学校）
甲府市立貢川小学校

１ 学校評価アンケート調査対象（回答者数）について

○教職員 ２５名

○児 童 ３３１名

○保護者 ２５５名

２ 調査項目について

調査項目数 教職員・保護者：14項目 児童：13項目

貢川小学校の平成31年度の学校経営の重点とした「豊かな人間性の育成」「わかる授業の展開」

「健康安全教育の推進」「学校・家庭・地域との連携」の４点について，以下の14の具体的項目

において，教師・児童・保護者に対し同一内容となるように質問項目を工夫して実施しました。

※項目⑬は児童に質問する項目として適切ではないので，教師と保護者のみの回答としています。

Ⅰ わかる授業の展開についての具体的項目 保護者に対する質問項目

①わかる授業の展開 学校は，わかりやすい授業に努めていると思いますか｡

②個に応じた指導の工夫・改善 学校は，お子さんのわからないことなどを丁寧に教え
ていると思いますか。

③主体的に学習に取り組む態度の育成 学校は，授業において，子ども同士の学び合いや関わ
り合いを大切にして指導していると思いますか。

④家庭学習の習慣化 学校は，家庭学習を習慣化するような努力をしている
と思いますか。

Ⅱ 豊かな人間性の育成についての具体的項目 保護者に対する質問項目

⑤道徳指導の充実 学校は，思い遣る気持ちなど豊かな心を育てるような
指導をしていると思いますか。

⑥生徒指導の充実 学校は，悪いことは悪いなど規範意識を育成するよう
指導をしていると思いますか。

⑦あいさつ運動の推進 お子さんは，あいさつなど社会の基本的マナーが身に
付いてきていると思いますか。

⑧よさを認め，一人一人を大切にする指導 学校は，子どものよさを認め，一人一人を大切にして
指導していると思いますか。

⑨問題行動の早期発見と迅速な対応 学校は，困ったことなどがあった場合，相談に応じて
いると思いますか。

Ⅲ 健康安全教育の推進についての具体的項目 保護者に対する質問項目

⑩安全教育の推進 お子さんは，安全に気をつけて生活していると思いま
すか。

⑪環境づくりに主体的に取り組む児童の育成 お子さんは，学校では一生懸命，清掃活動や係活動等
に取り組んでいると思いますか。

⑫食教育の充実 お子さんは，食べ物のありがたさを知り，望ましい食
習慣を身に付けていますか。

Ⅳ 地域教育との連携についての具体的項目 保護者に対する質問項目

⑬家庭，関係機関との連携 連絡帳，学年だより，学校だより等で学校のことが充
分に伝わっていると思いますか。

⑭地域行事への参加 お子さんは，地域の行事に積極的に参加していると思
いますか。
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教師及び児童への質問項目の具体例

番号 教師への質問項目 児童への質問項目

① わかりやすい授業に努めていますか｡ 授業は，わかりやすいですか｡

②
児童のわからないことなどを丁寧に指導し 先生は，わからないことなどをていねいに
ていますか。 教えてくれますか。

３ 調査期間 令和元年11月18日（月）～12月13日（金）

４ 調査結果及び考察

Ⅰ わかる授業の展開について

設問１「わかる授業の展開」について，「そう思う」

と「ややそう思う」と合わせた肯定的な回答（以

下「肯定的回答」といいます）の割合が，児童96

％，教師100％，保護者98％であり，昨年度に続き，

高い評価となりました。設問２「個に応じた指導の

工夫・改善」においても，肯定的回答が９割を超えて

おり，日頃から，教師が丁寧にわかりやすい授業

づくりに取り組んでいる成果が表れたと考えます。

本校では今年度も，具体的な取組として，「思わ

ず動き出したくなるような課題」を設定したり，

楽しくそして安心して学習を積み重ねられるよう

に「見通し・振り返りの時間を確保」したりする

など，学習への意欲や学習内容の定着をめざした

工夫を行ってきました。両設問において，多くの

児童が最も評価の高い「そう思う」を回答してい

ることは，教師にとって励みとなる結果です。

一方で，保護者の回答が児童や教師と比較すると低い評価であるということは，今後の課題

といえます。児童がわかるまで丁寧に教えてほしいという保護者の願いをしっかり受け止め，一

人一人の児童の基礎的・基本的な学力を定着させ，互いに伝え合い，より深く学ぶことので

きる授業づくりについて，引き続き研鑽を積んでいきます。

設問３「主体的に学習に取り組む態度の育成」につ

いては，教師や保護者の肯定的回答が９割以上で

ある一方で，児童からは，「あまりそう思わない」

「そう思わない」という否定的な回答（以下「否

定的回答」といいます）の割合が17％という評価

になりました。新学習指導要領に基づき，「主体的

・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を

めざしている教師にとって，「話し合ったり，自分

の考えを発表したりすること」ができていないと思う児童が２割近くいるということを強く

受け止める必要があります。

教師は，児童が主体的に学習に向かう中で生きて働く知識を身につけ，互いの考えを出し

合う中で思考・判断・表現できるようになり，学びの中に価値を見出す中で学びに向かう力

を育めるような質の高い授業をめざています。今後も引き続き，全ての児童が「話し合い自

分の考えが表現できた」ということが実感できるよう研究を進めるとともに，日頃の授業の

中でも「主体的・対話的で深い学び」の具現化に向けて実践を進めていきます。
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設問４「家庭学習の習慣化」について顕著な結果

は，教師の肯定的回答の中身の変化です。昨年度

は「そう思う」の回答が「ややそう思う」よりも

下回っていましたが，今年度は「そう思う」とい

う回答が上回りました。ここ数年，家庭での学力

向上に向けて，自学ノート等の工夫や家庭学習の

習慣化に向けて取組を続けてきた成果だと考えま

す。

しかし，長時間落ち着いて家庭学習に取り組める児童とそうでない児童の二極化や，家庭

学習に見通しや課題意識が少ないことなど，まだまだ個々の取組に個人差があることは事実

です。定着までには今以上に児童の意識を高めたり，保護者の協力を得たりする必要があり

ます。

今後は，さらに児童が家庭学習に対して高い課題意識をもって取り組むことができるよう，

学習方法や家庭への連絡方法を工夫し，ご理解とご協力をお願いしていきたいと考えます。

Ⅱ 豊かな人間性の育成について

設問５「道徳教育の充実」では，肯定的回答の割

合は，昨年度と同様に，児童・教師・保護者の３

者とも９割以上という高い評価となりました。設

問６「生徒指導の充実」の規範意識の育成を問う設

問でも，児童の９割が「そう思う」と回答してい

ることから，学校全体として教師が「悪いことは

悪い」と指導していることがわかります。

思い遣る心の醸成や規範意識の育成など，児童

の心の育成には家庭の協力のみならず，地域の協

力も必要です。児童の心の育成に取り組む姿を家

庭や地域に公開しようと，今年度も道徳の公開授

業と心の教育懇談会を開催しました。設問５と６に

おいて，教師の肯定的回答も高いことは，学校全

体として心の教育の充実に取り組む意識が高まっ

ていると考えます。

一方で，設問５と６の児童や保護者の回答には，１％ではありますが，「そう思わない」と

いう評価がありました。教師は，この１％の保護者と児童の思いを真摯に受け止め，児童一

人一人に寄り添い，きめ細かな指導を心がけるとともに，「いじめの撲滅」に向けた取組も進

めていきます。そして，心の教育は集団生活の中で培われる面も大きいことを意識し，学校

教育活動全体を通して努力をしていきます。

設問７「あいさつ運動の推進」については，今年度

も児童会を中心に，様々な工夫を行ってきました。

教師による肯定的回答が，昨年度の77％から92％

に上昇したことは，あいさつに関する取組が少し

ずつ実を結んできたことの表れと考えます。

しかし，旗振り当番や見守りボランティアの方

々からは，「なかなかあいさつが返ってこない」「元

気よくあいさつをしてくれる児童は決まっている」
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「返ってきても小さい声だったり，中には黙って行ってしまったりする児童もいる」といっ

たご意見をいただいています。ここ数年，こういった状況が続いている背景としては，保護

者や教師と児童の，つまり大人側と子ども側とのずれが考えられます。これは，児童はあい

さつを仲の良い友達とのコミュニケーションの手段として考えているのに対して，大人は，

あいさつをマナーの一つとして考え，「旗振りをしてくれる保護者や地域の方とのあいさつ」

や「週休日等地域でのあいさつ」など様々な場面での児童の様子を判断していることが要因

と考えられます。いずれにしても，あいさつを含む基本的マナーの定着は，今後も大きな課

題として家庭と学校とが意識する中で，地域社会全体の協力も得ながら取り組んでいきたい

と考えます。

設問８「よさを認め，一人一人を大切にする指導」に

ついて，児童は昨年度同様，肯定的回答が96％と

高い回答結果でした。「子どもに寄り添い子どもと

共に歩む」という学校経営方針が学校全体に浸透

している成果であると考えます。

一方で，昨年度とほぼ同じ割合ですが，児童の

４％，保護者の９％が否定的回答をしていること

を考えると，教師はより一層の児童理解に努め，

一人一人の児童を大切にし，保護者との連携を深める中で，心と心のコミュニケーションが

行き交う豊かな学級経営をめざしていく必要があります。

設問９「問題行動の早期発見と迅速な対応」は，相

談体制に関わる質問です。設問８とも関連してい

ますが，今回の評価結果も昨年度と同様の結果が

見られました。教師はできる限り相談に応じてい

るつもりでも，14％の児童や８％の保護者は十分

に相談に応じてもらっていないと感じているとい

う結果になっています。ただし，児童については，

昨年度と比較して，否定的回答が５ポイント減っ

ています。教師は，さらに児童の気持ちに寄り添った指導をするとともに相談しやすい体制

を整えるようにし，よりきめ細かな指導と相談に応じることができるよう努力していきます。

設問８，９を含め，学校は「子どもに寄り添い，子どもと共に歩む」ことを念頭に置いて児

童の支援を行っていきたいと考えています。ご家庭の相談窓口は，担任のみならず学年主任

・教務・教頭・校長であり，また，本校に配属されているスクールカウンセラーにも気軽に

相談できることをお伝えしていきます。そして，一人一人の児童が健全な学校生活を送るこ

とができるよう，保護者との連携をより深め，学校と家庭の相互理解の中，児童へのきめ細

かな指導を推進していきたいと考えています。
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Ⅲ 健康安全教育の推進について

自分に対しても他人に対しても「安全に気をつけ

る」ことは，集団生活の中だけでなく人が生活をし

ていくために大切なことです。また，危機管理意識

の向上が叫ばれる中，「自分の身は自分で守る」とい

う意識を育てるためにも健康安全教育の推進に努め

ていく必要があります。設問１０「安全教育の推進」

での肯定的回答は，児童は98％，保護者は96％と，

昨年度に続き高い評価となりました。一方で，教師

の評価は昨年度と同様に10％程度低く，児童・保護者との間にずれがあることは変わっていません。

東日本大震災や台風等の風水害の教訓を生かし，児童が自ら「安全に気をつける」意識だけでな

く，危険を察知・予想する能力，さらには危機回避能力を高められるような指導の手立ての工夫や

実践に努め，教師から見た評価の数値がさらに上がるよう安全教育の推進に努めていきます。

設問１１「環境づくりに主体的に取り組む児童の育

成」では，保護者・教師・児童とも肯定的回答が

９割以上という評価でした。児童が清掃活動や係

活動に一生懸命取り組んでいる様子がうかがえま

す。教師は，このような児童の姿を大切にして，

その頑張りを自信につなげていくような指導を引

き続き行っていく必要があります。

教師の回答にも変化がありました。昨年度は，「そ

う思う」より「ややそう思う」の方が45ポイントほど高かったですが，今年度は逆転し，「そ

う思う」の方が高いという結果になりました。これからも，児童の取組を認め，自己肯定感

や達成感を得られるような取組を行い，児童の成長を支援する中で心と体をたくましく育成

するよう努力していきます。

設問１２「食教育の充実」については，スクールプ

ランの中で，「望ましい食習慣を養う給食指導等の食

教育の充実」を掲げ，給食の時間や学級活動の時間

を活用し，２つの重点ポイント（①食べて味わう「生

きた教材」としての給食②食べることを通して社会

を学ぶ）という食教育の取組を行ってきました。

教師と児童は肯定的回答が約９割以上という高

い評価でしたが，保護者は否定的回答が13％とい

う評価となりました。

基本的な生活習慣の中の食習慣は，体をつくる上で重要な役割を担っています。学校給食や家庭

での食事を通して，食材の育ち方や栄養の知識をもつとともに，感謝の気持ちをもって３食残さず

食べる食習慣を身に付けていけるよう，保護者と連携をとりながら，食教育の充実に向けて実践に

努めていきます。
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Ⅳ 地域教育との連携について

設問１３「家庭，関連機関との連携」は，児童への

質問は内容的に適さないと考え，実施していませ

ん。

この設問では，保護者の肯定的回答が87％で，

昨年度より高い評価となりました。

学校や学年から出している通信等は，児童の成

長する姿や教師の思いを伝えたり，保護者に様々な協力をお願いすることに使ったりするな

ど，家庭と学校を結ぶための重要な手段の一つであります。教師の「そう思う」という回答

が33％という結果も踏まえ，より工夫していく必要性を感じます。

また，通信以外では，日々の連絡帳での連絡が，児童の学習や生活上必要な内容を多く占

めています。授業参観や運動会等，活動や行事が終わったときにいただく保護者からのコメ

ントは，成果も課題も含めて，教師が教育を進める上での大きな糧となっています。

これからも，児童の姿を共有して家庭と学校が同一歩調で児童の健全な育成を進めるため，

工夫・改善していくよう，引き続き努力します。

設問１４「地域行事への参加」については，否定的

な教師と児童の回答が３割近くある反面，保護者

の否定的回答は１割に満たないことから，保護者

と児童の認識のずれがあります。塾や習い事，家

庭での用事など児童の日々の生活の多様さが要因

の一つと考えられますが，地域の行事へ積極的に

参加していない，あるいはできないと考える児童

がいる反面，そのような状況の中でも地域行事に

参加していると考える保護者の姿があることもわかります。

児童の回答において，肯定的意見と否定的意見が７：３であることを考えると，地域行事

への参加児童の二極化があるものと推察されます。「三世代ふれあい教室」等に頻繁に参加し

ている児童が，地域防災訓練や地区運動会等の行事にも参加している姿も見られました。

地区の球技会やラジオ体操など，貢川地区の諸団体の方々が児童にとって魅力ある活動を

提供しようと熱心に児童の育成に関わっておられます。学校としては，貢川地区の皆様の温

かな支援により，児童のたくましい心身を育成していただいていることに深く感謝しつつ，

今後も地域学校だより「くがわ通信」を地域に回覧し，諸団体の方々の熱心な取組を地域や

保護者に随時紹介するとともに，地域行事への参加の奨励を今後も強く行っていきます。
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【参考】教師及び児童への質問項目（１５～１９）について

設問１５から１８において，「そう思う」という回答が教師より児童の方が高いという今回の結果は，

とても喜ばしいものです。肯定的回答での比較や，児童の否定的回答の存在については真摯に受け止

め，今後の学級経営に生かしていきたいと考えます。

設問１９については，他の設問に比べて「そう思う」という回答が少なかったり，否定的回答が多

かったりという結果が出ました。教師の回答との差からもわかりますが，児童にとって「先生に質問

する」ということは，我々が考えている以上にハードルが高いものであることを意識したいと思いま

す。今後は，「わからないことは質問していい」という意識改革や質問する場の設定といった工夫に

ついて，お互いの経験を出し合いながら，それぞれの学級にあった方法を考えていきたいと思います。
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平成3１年度 貢川小学校学校評価アンケート集計結果（地域）
甲府市立貢川小学校

日頃よりお世話になっている学校評議員，貢川地区の諸団体の皆様に以下の４項目についてご

回答ただいたものをまとめた結果です。すべての回答を，内容についてはそのまま掲載しており
ます。文末については敬体として統一させていただきました。文頭の●印は，学校に対する要望
や課題となる内容のものです。太線枠内は，課題に対する学校としての改善策となります。

１アンケート実施期間 令和元年１２月２日 ～ １２月１３日
２アンケート配布数及び回収数 配布数３８名 ： 回収数２５名 ： 回収率６５.８％

３アンケート内容 ①児童の様子
②教職員・学校の取組
③学校・家庭・地域の連携

④その他気づいたことの自由記述 （計４項目）

１ 児童の様子を見て，感じたこと，思ったことをお書きください。（特に，あいさつ，運
動会，登下校の様子などを通じて）

－あいさつについて－
○あいさつ運動を学校全体で取り組み，自主的な活動として児童会を中心にしっかり活動し，
成果を挙げてきていると思います。

○児童の皆さんは，私が学校の用事で伺ったときや，登下校時の見守りの皆さんにもきちんと

あいさつをしていて，好印象を感じます。
○全体にあいさつは申し分ありません。
○あいさつを気持ち良い程良くしてくれます。登校時に会いますが，孫のように可愛いです。

○明るく登校しています。「気をつけてね」と声をかけると「はい」と返事をしてくれます。
○道ですれ違ってもあいさつされ，こちら側が戸惑うことがあります。本当に子どもたちの方
が立派な行為をしていると思います。

○月に数回ですが，地域活動で「登校時の見守り活動」を行っています。子どもたちの朝のあ
いさつの声が大きくなり，成長のスピードが感じられます。また，校内玄関前での校長先生
とのグータッチには感動いたしました。

○時折見かける下校の様子を，ほほえましく拝見しています。楽しく学校へ行っているんだな
と思います。

○あいさつで２点感じたことがあります。①今年の新入生ですが，どの児童からも快いあいさ

つが返ってきます。②廊下ですれ違いざま，どの児童からも気持ちのよいあいさつをされま
す。貢川小学校，今の校風が良く表れています。

○学校訪問時に，明るく爽やかに挨拶しています。登校時に，上級生が下級生を優しく指導し

ています。
○登校時，班長さんが進んであいさつをしてくれると下級生もあいさつをしてくれます。
○下校時に会うと，よくあいさつをしてくれます。上級生が下級生の面倒をよく見ています。

○卒園生は，知っていることもあり，自らあいさつをしてくれる子どももいます。
○登校時の見守り活動（旗振り）をやっておりますが，児童が整然と並んで登校する姿にはい
つも感心しております。列の先頭に立つ上級生が下級生をサポートする様子は好感がもてま

す。引き続きご指導よろしくお願いします。
□元気であいさつもよくできます。ただ残念なのは，児童数の減少によりボリューム感が感じ
られなくなってきたことです。現代の子どもたちは，おとなしく型にはまった感が強くなっ

ています。いかに伸び伸びとして育てていくか考えさせられます。
□自分の子どもが成長して小学校に足を運ぶ機会もなくなり，町を歩いていても外で遊んでい
る子どもの姿も見ないので，特定の顔見知りの子どもが家の前を通ったとき目があったりす

ると挨拶してくれる程度です。今後はもっと関心をもって子どもたちの様子を見ていきたい
と思います。



- 9 -

●登下校時のあいさつができていません。見守りの人々が声を掛けると小声でこたえています。
●登校時，しっかり並んでいる班と，２～３列に広がって歩く班があり，見かけたときには声

を掛けています。班長さんも会話に夢中になっている様子やすごく間があいていたりと，班
が機能していないようにも見えます。また，その様子を見ると，保護者の方も心配をしてい
ます。

●登校時は班別のためルール通りできていますが，下校時は，私の見ている１年生は集団行動
がとれずに危険です。学校からの注意が必要だと思います。

－運動会について－
○運動会では，はじめの会と応援合戦を拝見しました。私の席からは，１年生がよく見えまし
た。立ったままでしたが，終始，素晴らしい態度で感心しました。お隣の方と「小さい体で

立派だね」と話したほどです。歌声も大きく，それに，とっても上手でした。
○素晴らしかったです。
○子どもたちが力いっぱい頑張る様子，互いに協力しながら助け合う様子等，良い成果が表れ

ていると思われます。
○運動会では，上級生が下級生の様子をよく見ていて指導している様子がうかがえました。

－児童の様子－
○学校に行った際には，子どもたちの方より元気にあいさつをしてくれたり，また，登下校で
は楽しそうに子ども同士で会話をしながら歩いている姿が見られ，学校生活が充実している

んだなと感じています。
○公園や境内で遊んでいるときも，このごろはいたずらもなく，楽しくみんなで遊んでいます。
○貴校の児童の様子については，本園の卒園児が在籍の弟や妹を迎えに来たとき，皆とても元

気にあいさつをし，楽しそうにしています。「小学校楽しい？」と聞くと，皆本当に楽しそ
うに「楽しい！」と答えてくれます。

●登校のとき見守りをしていますが，子どもたちの会話が少なく静かです。子どもの数か少な

く地域でふれあう機会がなく，子ども同士の付き合いが不足しているので，顔を合わせるの
が登校だけとなっています。子どもの数が少ないのが根本の原因です。

登下校時のあいさつについては，「よくできている」というご意見をたくさんいただきま
した。地域の皆様のお言葉から，子どもたちをいつでも温かく見守っていただいている様子
が感じられ，感謝の気持ちでいっぱいです。しかし，自分から自主的にするあいさつをする

ことについては，依然として二極化している状況が続いています。子どもたち一人一人の個
人差はありますが，引き続き，児童会の取組をはじめとし，学校全体で自主的にあいさつを
する雰囲気を盛り上げていきたいと思います。

登下校時の歩行の仕方や基本的マナーについては，ご心配やご迷惑をおかけしている場面
もあると思います。今後も登校指導等の中で継続的に指導して行きます。指導の方向性の一
つとして，今年度いただいたコメントにある「上級生が下級生の面倒をよくみる」という本

校の特長に注目したいと考えています。地域の見守りボランティアの方々はじめ，多くの地
域の方々から温かく見守っていただいている貢川地区の素晴らしさを，上級生から下級生に
継承していきながら，感謝の気持ちを持ち続けたいと思います。

あいさつを含め基本的マナーについては，今後も教職員全員で課題意識をもち，学校教育
全体を通してあらゆる場面で引き続き指導するよう努力していきます。また，家庭や地域に
おいても，児童に積極的に声（注意も含めて）をかけていただきながら，学校・家庭・地域

の三者連携のもと，「地域の宝である地域の子どもたち」の基本的マナーの定着が高まるよ
うご支援をいただけたらと思います。
運動会について，心温まる励ましのお言葉をいただきました。子どもたちにとって地域の

方との交流の中で励まされた経験は，運動会だけでなく，これからの地域の一員としての活
動の原動力になるものと思います。子どもたちにとって楽しい貢川小学校となるよう，学校
経営に全職員で協働し努力していきます。今後も，体験活動や学校行事，地域との連携等を

工夫し，特色ある教育活動を実践していきますので，子どもたちへの励ましの声かけ等，ご
支援とご協力をお願い致します。
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２ 教職員や学校の取り組みについて，感じたこと，思ったことをお書きください。 （特
に，いじめ問題，心の教育，学校開放の様子などを通じて）

－いじめ問題等について
○いじめの問題は，不登校やひきこもりにつながる場合もあるので大事な取組だと思います。
先生方の細かい心くばりにありがたく思っています。

○第１回の評議員会の折，いじめアンケートについて各学年の先生方からお話を聴きました。
子どもの様子をよく見てくださってご指導されていると思いました。大きな問題も無いよう
で安心しました。年齢相応のトラブルは多くあると思いますが，成長過程では良い経験とな

る場合もあると思います。家庭と学校と共に育んでいけたらいいと思いました。
○いじめ問題は，子どもたちは他人の嫌がることはしないと良く理解できていると思います。
☆いじめの始まりは集団生活の経験の少ない低学年の頃からの「からかい」「無視」などから

始まることが多いように思います。特に，仲間意識を持ち始める３･４年生の頃が個々の大
切さ，集団の在り方を学ぶ大切な時期のように考えます。多様化した価値観に育てられた子
どもたちが「自分が認められ」「安心できる」集団づくりを学校行事や日々の生活場面で指
導していってほしいと願っています。

☆道徳の授業参観に参加させていただきました。日頃の生活の中でも，考え方や行動のとり方
などで自分本位にならず，自分がされて嫌なことは他人にはしない，きまりを守るなど基本
的なことですが，他人を思い遣る心を育てて，身に付けていってもらいたいと思います。

☆悩み事など自分から発信できる子どもは良いですが，発信出来ない子どもの心を先生方をは
じめ地域の大人たちも発見してあげたいと思います。日頃から自分の意志を伝えることがで
きるような子どもになってほしいです。先生方のご協力，よろしくお願いします。

☆各家庭や地域の子どもが少なくなっている今，子どもたちはけんかもしないま成長し，仲直
りする経験も乏しいと思います。けんかといじめの違いや人を思いやる気持ちを教えること
の難しい時代，心の教育は難しいと思います。教師の度量が必要で大変だと思います。

☆いじめや虐待が疑われるようなケースは，児相，行政，警察などと情報を共有する中で「徹
底した追跡調査」をお願いします。

☆いじめや虐待の防止，安全確認のために貢川小独自の「チェックリスト」みたいなものの作

成はいかがでしょうか。
□テレビや新聞などでよく登校拒否やいじめなどの問題がよく報道されますが，貢川小の場合
はどうでしょうか？

□いじめの定義が「子どもたちの嫌がることはしない」となってきているようです。はたして
これは万人の考える「いじめ」と考えることができるのでしょうか。スポーツをしていて，
勉強をしていて，すぐに嫌だと感じるところが出てくると思います。努力することの大切さ

とともに大切にしてほしいと思います。

－学校開放・学校の様子について－
○先生方が明るいです。玄関などで会っても，先にあいさつをしてくれます。
○子どもたちが先生の悪口を言わないです。
○学校内の教育や校内での生活はよくわかりませんが，放課後の校庭を走り回る児童の姿にホ

ッとするときがあります。子どもが走り回れる場所が年々少なくなり，私のいる自治会でも
午后の神社開放を進めております。

○自治会の社会福祉協議会，担当の女性３名より各開催される事業の内容の報告があります。

まず校長先生はじめ児童の面倒をみてくれるのとはじめからまとめごとまで関心を持ってい
ただいて，感謝しています。

□先日，授業参観に参加しました。私達の子どもの頃は，名前にさん付けで呼ぶことはなかっ

たと思います。呼びすてにしてもらうと親近感があってとても嬉しかった思い出があります。
●低学年で，授業中の態度に落ち着きがない子どもが多数見られました。
●授業参観の参加者は多数でしたが，懇談会は半数以下であり，残念でした。

－保・幼・小の連携について－
○保幼小の連携の際や保育園訪問の際，とても真剣に子どもたちのことについて考えていると
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感じます。また，毎月教頭先生が「月の予定表」をわざわざ持ってきてくださり，恐縮して
おります。

○気になっていた卒園生も担任の先生方が丁寧に関わってくれているので安心しました。
○保幼少連携で伺った際に，小学校入学（スタートカリキュラム）等の取組に力を入れてくだ
さっていることがわかり安心できたのと同時に，園でももう少し小学校を意識して取り組ん

でいった方がいいのかなとも思いました。

いじめ問題についても，本校の取組を評価していただくご意見や本校が取り組むべき指針

となるご意見をたくさんいただきました。学校では，本校の方針である「子どもに寄り添い
共に歩む」姿勢のもと，年間を通しての複数回のアンケート実施や「いじめ対策支援会議」
を開催し，いじめ撲滅に向けた取組を行っております。これまでの学校評価アンケートやい

じめ対策支援会議で出されたご意見も参考にし，常日頃から未然防止対策，早期発見・早期
対応を心がけています。今後も引き続き「いじめに気づかない」ことが絶対にないよう，き
め細かい実態把握と聞き取りを行いながら，いじめの発見に努めます。また，いじめを発見

した場合は，一番に子どもの気持ちを汲み取りながら，早期解決に向けて適時適切に対応し
ていきます。これからも，子どもたちにとってよりよい環境を作るため，地域のご理解ご協
力のもと，家庭・地域から信頼していただける学校づくりに努めてまいります。

３ 学校と家庭，学校と地域との連携を目指す取り組みについて，感じたこと，思った
ことをお書きください。（社会福祉協議会との秋まつりや総合的な学習等での連携，
運動会，児童会地区清掃，見守りボランティア，地域便り等）

－学校・家庭・地域の連携について－
○地区社協で実施のふれあい教室や総合的な学習の田植え，稲刈り，脱穀などでふれあう機会
がありましたが，積極的に参加し行動する児童が多く見られました。

○社会福祉協議会の役員の方々は，本当に熱心に愛情をもって取り組んでくれていてありがた

いと感謝しています。
○地区社協の行事にいつも多大なご配慮をいただき，本当にありがとうございます。今後も学
校を中心に地域との連携がとれるように，少しでも役立てるように，テーマを選択していき

たいです。
○学校，親，地域の人々と楽しい時間が出来たこと，嬉しく思います。児童が大きな子どもが
小さな子どもを連れて面倒を見ている姿，ほのぼのと感じ，胸が熱くなりました。素晴らし

い姿です。
○地域との連携は，校長先生には頭の下がる思いです。本当に熱心に協力してくださり，学校
の児童も行事に参加して楽しんでいる様子でやりがいがあります。（特に，社福との連携）

いつもありがとうございます。
○学校として大変だと思いますが，地域との連携はよくとれていると思います。特に管理職の
先生方の時間外での取組には敬意を表したいと思います。どこまでが教員の仕事なのかを考

えながらお付き合いください。（無理をせずに）
○毎月の地区回覧にても，学校の様子を知ることができ，毎月の行事なども知り，子どもの様
子を見る機会も増えたと思います。

○学校と地域とをつなぐものとして「地域だより」は，学校の様子や子どもたちの様子がよく
わかるので，毎回拝見しています。

○地域の人たちは例として見守り等でも地域同士のつながりはありますが，学校と地域がどう

つながっているかは，一般の人には伝わらないです。その点，地域だよりはためになると思
います。

□核家族が多い現在，子どもたちがお年寄りに優しい気持ちをもってほしいです。

●いろいろな行事をしても，参加者が少ないと思います。
●社会現象（塾・スポーツ少年団等）にうより，地区行事等の参加者が減少しており，地区内
児童（上級生と下級生）のコミュニケーションが希薄に感じます。
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●三世代等の地域の交流に，もう少し先生方の参加がほしいと思いました。おそらくはどんな
取り組み方をしているか知らない方が多いと思います。地域との交流の実施の場面を知って

ほしいと思いました。

－見守りボランティアについて－
○微力ながら，下校時の見守りボランティアをしています。月に２回，ほんのわずかな時間で
すのであまり負担はありません。子どもたちとあいさつを交わすのが楽しみです。

○登録メンバーも定着してきました。（朝夕の当番）次年度には，ボランティアのメンバーで

ある腕章をもう少し人目に付くはっきり表示できるものを考えていきます。
○朝の登校時に，ボランティアの方を見かけるようになり，今後も続けて欲しいです。
○見守りボランティアはてとても良いなと感じています。

○見守りボランティアで何人もの方が登下校時に同行していただいていることに感謝していま
す。私は現役で働いていますので，リタイヤしたら参加しようと思っています。今後も少し
でも多くの方に参加していただきたいと思っています。

□個人的に，朝の見守り活動だけでなく，下校時にも目を配らせるようにしています。
●社会現象（誘拐等）により，下校時に見守りボランティアの方々との挨拶・会話が少なく，
地域内の大人とのコミュニケーションが希薄に感じます。

●私の地区の子どもについては，ほとんど顔見知りのため意思の疎通が十分にできていますが，
他の地域でのボランティアでは，思うようではないのは，まだボランティアとしての認知度
が足りないのではないかと感じます。

－運動会について－
○運動会での保護者の見学場所と児童の活動の区分けが分かり易く整然としていてとても良い

と思いました。
○一丸となって競技や応援に取り組む様子を見て，子どもたちから元気をいただきました。
●暑さ対策のためだと聞いていますが来入児の宝ひろいがなくなってしまい，地域の保護者と

して残念に思っている人がいるように聞いています。地域との連携を目指す取り組みを進め
る上では，消極的なように思います。

－保・幼・小の連携について－
○保幼小の連携で，授業参観や話し合いに呼んでもらったり，小学校の年長児招待行事に招い
てもらうこと，また，夏の保育園・幼稚園訪問でも丁寧に就学前の園児に対しての取組を行

っていると思います。
○何度か小学校へ行かせていただくことで，少しは小学校生活が体験でき，期待をもって就学
に向かっていくことができるのではないかと思います。

○２年生が招待してくれた「わくわくおもちゃランド」は，子どもたちが「学校」という場を
知る良い機会になり，継続していただきたいと思います。園児も楽しみにしています。

○授業参観日には，卒園生の様子を見ることができて嬉しいです。

年間の活動として位置付いている社会福祉協議会主催の「三世代ふれあい教室」には，毎
回多くの子どもたちや保護者の方々が参加しています。その他にも，貢川地区には，子ども

たちが楽しめる体験や命を守るための取組がたくさんあります。どの活動においても，多く
の準備や当日の運営等をしていただいている関係者の皆様には感謝の気持ちでいっぱいで
す。学校でも，この素晴らしい活動をより多くの子どもたちや教職員に知ってもらうため，

今年度は活動の写真を玄関掲示板に掲示する取組を行いました。これからも，地域の皆様と
のふれあいをさらに深めていく上で，学校ではなお一層，ラジオ体操や球技大会，防災訓練
等の行事も含め，地域との連携の大切さを伝えていくよう努めてまいります。

今年度も，「開府５００周年事業」や「歳末友愛訪問」への参画をさせていただきました。
「歳末友愛訪問」での「おじいちゃん・おばあちゃんへの手紙」の取組では，地域の方から
「お礼のカード」をいただきました。今後も指導重点として地域の活動に参画する中で，「開

かれた教育課程」に向けた学校づくりに反映させていきます。来校した際には，校長室に足
を運んでいただいたり，本校職員に気軽に声かけをしていただき，お気づきの点をお伝えい
ただきますようお願いいたします。
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見守りボランティアについては，「安心安全見守りボランティアの会」をはじめ「富竹西
部自治会」等，地域の方々のご協力により，子どもたちの安心安全な登下校ができており，

たいへん感謝しております。今後も，可能な範囲で本校の子どもたちの安全を見守っていた
だけるようご協力をお願いしていきます。
運動会種目の一つ「宝ひろい」につきましては，今後も気温上昇による子どもたちの健康

管理，授業時数の増加に伴う学校行事の精選，他種目とのバランス等を考えながら実施につ
いて検討していきます。また，学校開放につきましては，来年度も土曜参観日を学校開放日
として位置付け，ご家族や地域の方，多くの方々に参観していただき，貢川小児童の様子を

見ていただきたいと思います。
地域や保護者の皆様と学校が連携を図る上でまず取り組むべきことは，子どもたちや学校

の様子を知っていただくことだと考えております。本校では，そのために，心の教育懇談会

・学校開放日の設定・くがわ通信の発行等に取り組んでおります。本アンケートにおいて，
その部分を評価していただいたことは，今後の励みになります。なお，子ども・保護者・教
師の三者から見た子どもたちの学校での様子や課題等については，学校評価としてまとめホ

ームページに紹介しておりますので，こちらもご覧ください。
保幼少の連携については，今年度もそれぞれの取組や子どもたちの様子について情報交換

をする会議を開催したり，実際に活動を見学したりすることで，子どもたちが楽しく学校生

活を過ごすために何が必要かを検討しています。常に子どもたち一人一人に寄り添い，その
ときの最善の方法を問い入れることができるように，今後も連携を重ねていきます。

４．その他お気づきの点がありましたら，お書きください。

○これからも，未来を担う子どもたちの教育，よろしくお願いします。

□いじめ等についてマスコミ等でした知りませんが，いつでも学校と教育委員会とのつながり

を不審に思います。仲間同士，また教師からのいじめ等で大切な子どもがこわれていくのが

本当に残念です。貢川小学校ではそういうことが無いよう，頑張ってください。

□プログラミング学習，道徳教育の教科化，英語教育の実施など，本当に必要なのでしょうか？

先生方の苦労と子どもたちの負担を考えると，もっと先生方や子ども同士のふれあえる時間

を確保したり，ゆったりと学校生活が送れるようにしてあげることの方が重要だと思います。

●地域の育成部の活動に参加する児童がスポ少等との関係で減っているのは仕方がないです

が，夏休みのラジオ体操へは活動が重ならないと思うので参加してもらいたいです。特に，

高学年の児童の参加が非常に少ないのは残念です。

●下校時間が全校一緒のときは，集団下校にして上級生が下級生を指導するようにしてほしい

です。

本項においても，子どもたちの未来を想うご意見をたくさんいただきました。また，学校

職員への励ましの言葉も，ありがとうございます。「いじめ問題」「地域」「安全」等につい

て，記述していただいた尊いご意見を大切にしながら日々の教育実践に努めてまいります。

今年度も貢川小学校は，子どもたちが笑顔で登校できる学校をめざし，「明るく元気
な学校」「学びが楽しい学校」「安全・安心な学校」の実現に向けて様々な取組を行って
きました。それら一つ一つの取組が，地域やご家庭の皆様のたくさんのご協力に支えら
れていることに感謝申し上げます。今回いただいた貴重なご意見を大切にしながら，Ｐ
ＤＣＡサイクルによる改善を図り，次年度の教育活動へつなげてまいります。
今後も，体験活動や学校行事，保幼小連携，地域や家庭との連携等を工夫し，貢川小

の特色ある教育活動を日々実践してまいりたいと思いますので，ご理解とご協力をよろ
しくお願いいたします。
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平成3１年度 学校関係者評価
甲府市立貢川小学校

本資料は，第２回学校評議員会（３月３日実施予定）が新型コロナウイルスの感染拡大防止の

措置を受けて中止となったため，評議員に学校評価をまとめた資料等を配布し，それに対するご

意見を書面にていただいたものをまとめたものである。今年度はこれをもって学校関係者評価と

し，学校運営に反映することとする。

１ 期 間 令和２年２月１２日（水）～令和２年３月３日（火）

２ 評価者

貢川小学校学校評議員

一瀬久仁子 様 貢川地区主任児童委員

杉田 孝 様 元山城小学校校長 貢川二丁目自治会副会長

矢澤 詳路 様 徳行南部自治会長

森川美佐子 様 元貢川小学校 PTA会長 地区女性部愛育会副会長

３ 学校自己評価（児童・保護者・教師対象及び地区諸団体長対象を含めて）の結果

及び考察についてのご意見・感想

①わかる授業の展開について

○①②のわかる授業，丁寧に教えている項目については，教師と児童の受け止め方は同じ傾向に

あり，良好な取組が行われていると思いますが，保護者には先生方の努力と子どもたちの成長

の様子が十分に伝わっていないように思います。保護者の受け止め方が低い評価であるのはな

ぜかをアンケートに記入できる欄などを設けて調べる必要があると思います。

○アンケートの結果によると，教師と児童の回答はほぼ同様で保護者も含めて肯定的回答が９割

を超えている。日頃の先生方の取組と努力が確実に浸透した結果と思われます。「家庭学習の

習慣化」についても今年度は「そう思う」の回答が「ややそう思う」を上回り取組の成果が着

実に実っています。児童の二極化や，保護者の協力などの課題もあるようですが，引き続き取

り組みをお願いしたいと思います。

○家庭学習の定着は保護者の協力が大いに必要だと思いますが，勉強は先生に教えてもらう方が

子どもたちにとっても一番良いと思います。個人差は大きいと思いますが，引き続きよろしく

お願いします。

②豊かな人間性の育成について

○豊かな人間性の育成に関わっている⑤⑥⑧の項目については，「そう思う」教師と児童の割合

が同じ傾向を示しているので，とてもよい関係性ができていると思います。ただ，割合から見

ると保護者にはうまく伝わっていないと思うので，さらに学校から先生方の実践の様子（授業

参観，学校行事など）を目に見える形で知らせていく工夫が必要であると思います。

○⑨の項目については１４％の児童が相談に応じてもらえていないと感じているようなので，学

校の重要な仕事としてどのような場面だったかをそれぞれ確認していく必要があるかと思いま

す。
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○考察にもあるように，児童が教師を信頼し，担任に相談しやすい学級づくりが大切であると思

います。

○思い遣る心の醸成や規範意識の育成など，肯定的回答が児童・教師・保護者の３者とも高い評

価がアンケート結果に現れています。さらに心の教育に力を入れて，思い遣る心をもち「いじ

めの撲滅」に取り組み，楽しく意義ある学校生活が送れるように指導をお願いいたします。

○⑦の項目で「児童はあいさつを仲の良い友達とのコミュニケーションの手段として考えている」

とあり，すごく納得しました。成長するにつれ，マナーとして身についているものだと思いま

すが，考察にもありました通り，周りの大人の影響も多々あると思います。私も意識していこ

うと思いました。

③健康安全教育の推進について

○子どもの健康・安全は，日々の生活の基盤であると思います。基本的な生活習慣を見直すこと

により，睡眠・食生活・運動など，子どもの基礎体力をつけることも必要かと思います。

○アンケートの設問⑩⑪⑫ともに「そう思う」「ややそう思う」の割合が似ていると思いました。

近年我が国では，毎年のように様々な災害が発生しており，その状況はテレビ等で映像にて報

道されており，家庭においても，危機管理意識は向上していると思われます。その反面まさか

自分には，そんなことは起きないだろうという気持ちもどこかにあり，日常的に取り組んでい

るかは，疑問です。児童は非常時の体験がほとんど無いため，自分は常に安全で食生活におい

ても困ることは無いと考えている児童が多いのかもしれません。

○⑩の設問で「危機回避能力」というのはとても難しいことだと思いますが，そのときに知らな

ければ何も行動ができないことです。学校でも指導してくれるようですが，家庭でも話をした

りしてそういうことを考える機会が多くあると良いと思いました。

④地域教育との連携について

○貢川地区の自治会役員たちはとても熱心に関わってくれていると思います。しかしながら，地

域での行事については先生方のアンケートの通り子どもたちの参加は積極的ではないと思いま

す。アパート，マンション，新興住宅など，地域のつながりが希薄なところもあり，子どもた

ちの生活にも少なからず影響が出てきているように思います。

○「家庭，関連機関との連携」では，学校から連絡帳や学校だより・くがわ通信で，学校行事連

絡や児童の様子など知らせていただき感謝しております。「地域行事への参加」については，

地域においても，行事への参加は二極化しています。地域行事自体が生活様式の多様化・高齢

化・少子化などで，縮小化や取り止めなどが進んでおり，課題は多く感じています。

○「くがわ通信」を毎回拝見しています。学校の活気ある様子がよく分かって嬉しいです。これ

からも，「三世代ふれあい教室」に参加をしてください。

⑤全体に関わって

○学校評価アンケート集計結果を拝見して，大方が肯定的回答が多く，これは先生方の日頃の努

力や取組の賜と誠に感謝申し上げます。学校と地域が一体となって，災害等の非常時に備えて

体育館等でも避難生活の疑似体験等が実施できれば良いなと思います。これには諸々の問題も

あると思いますが，みんなで協力する，助け合う，思い遣る，分け合う，こんな体験が必要か

もしれません。

○アンケート結果を見て，「学校経営の重点の４点」について十分に達成されていると思いまし

た。先生方のご尽力で，子どもたちも満足している様子がうかがえます。苦労も多いと思いま

すが，今後ともよろしくお願いします。
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