
  

藤崎小学校                              習志野市藤崎 

 学校だより                          ４－１２－１ 

特別号                   047(472)4509 

 

○自ら学ぶ子  ○思いやりのある子  ○たくましい子  ○自ら行動する子 

 

令和元年度 学校評価について 
 

日頃より本校の教育活動に御理解・御協力をいただき感謝いたします。昨年度、学校評価について保

護者の方から３７２通の御回答をいただきました。 

今回はできるだけ多くの方の意見を、３年間の結果と併せてお知らせいたします。 

 

≪結果の見方について≫ 

〇選択していただいたものを以下のように得点化して平均を出しています。 

 ・とてもよい…４点  ・だいだいよい…３点  ・もうすこし…２点  ・改善してほしい…１点 

 （わからない・無回答については得点や平均の算出に入れておりません。） 

〇平成２９年度、３０年度のものは、数値のみを記載しています。 

 

【項目 1】 

学校教育目標「自ら学ぶ子」達成のため、学校では、子どもたちの基礎学力の向上や思考力・表現

力育成のための学習に力を入れている。また、家庭と協力して子どもたちの学習習慣作りにも取り組

んでいる。 

 

〈学習指導について〉 

・話し合いのルールはとても良い。 

・話し合いのルールは子供たちで話しあって納得して決めていくのはよい。 

・褒められることに喜びを感じ、コミュニケーションが以前よりも上手になった。 

・発言の場が多く、意見や感想をよく伝えていると感じる。 

・実際に図って確かめるなど、体験に基づく学習が生きた学びとなっている。 

●進んでいる子には、そのレベルに合った勉強ができるといい。 

・授業中手を挙げていない子を指すことがあり、長時間緊張している。 

・クラスによって学習への説明に差があると感じることがあった。 

・理解度に合わせて学級や学年を超えて授業内容を編成すべき。個の成長に応じて指導してほしい。 

・苦手な子へは個別に対応してくれると学力も上がると思う。 

 

 

 とてもよい だいたいよい もうすこし 改善してほしい わからない・無回答 平 均 

令和 元年度 ６７ ２３０ ４９ １４ １２ ３．０ 

平成３０年度 ３５ ２３９ ５７ １１ ２５ ２．９ 

平成２９年度 ３５ ２２４ ５８ １７ １９ ２．８ 



〈宿題について〉 

・音読の宿題はとても良い。 

・宿題を毎日出してくれると学習習慣作りによい。自らやるようになっている。 

・具体的にほめて評価してくれるので子供のやる気が増した。 

・宿題忘れなど連絡してもらえたのでよかった。わからない所についても先生から助言をもらえた。 

●宿題の量が多く、親の負担が大きい。 

●担任によって宿題の量が大きく違う。 

・音読はどの部分を読むかアドバイスが欲しい。 

・つまずいたところの補習がすべて家庭で行うのは厳しい。 

・宿題の理解度について学習中に確認してほしい。 

・自分の子は学習の習慣ができていない。自ら勉強をしていない。 

・宿題を先生がちゃんと見てくれているのか疑問。 

・詩の音読、暗唱もいいが、教科書の音読も大切にしてほしい。 

・レベルもあるが、子供によっては宿題の単調さが、やる気を削いでいる部分もある。 

 

〈自学について〉 

・クラス懇談会で、家庭学習、自学ノートについて説明をいただいてよかった。 

☆自主的に自学ノートを活用して勉強できていると思う。 

☆☆自分の興味あることや、知りたいことを自分から学ぶようになった。 

☆自学ノートの取り組みは本当に良い。 

☆先生のコメントや誉めが次のやる気や励みにつながっている。 

・簡単なもので済ませてしまうことがある。 

★子供が自分から自学に取り組まないので声掛けをしてほしい。 

●先生によって取り組み方が違っている。 

●自学の宿題が出ても、何をすべきか悩んでいる時間が多い。テーマなど決めてくれるとよい。 

・自学の内容のアドバイスはできるが、親の言うことはなかなか聞かない。先生との連携が必要。 

・自学が宿題ではないときはなかなか進んでいない。 

●自学ノートの書き方や見本、友達のノートの紹介があるとよい。 

・自学ノートは、習い事をしている子にとっては負担が大きい。 

●まだまだ自学ノートは活用できていない。 

・「家庭と協力して」とあるが親として何をしたらよいか学校側からの提案があまりない。 

・自由課題が目的とつながっていないと感じることがある。理解させた上で取り組ませてほしい。 

・音楽集会について、中・高学年に関しては指揮も子供たちの自主性を信じ任せた方がよい。 

・特に感じない。 

・学校でどんな取り組みをしているのか全く見えてこない。提示してほしい。 

 

【項目２】 

学校教育目標「思いやりのある子」達成のため、学校では、子どもたちの「基本的な生活習慣育成」

や「豊かな人間関係作り」に取り組んでいる。 

 

 とてもよい だいたいよい もうすこし 改善してほしい わからない・無回答 平 均 

令和 元年度 ７４ ２３６ ３６ ８ １８ ３．１ 

平成３０年度 ５６ ２２１ ５３ １５ ２２ ２．９ 

平成２９年度 ４７ ２３０ ４８ １４ １４ ２．９ 



〈学校の対応・指導について〉 

○大事に取り組んでいると思う。 

・集団生活で配慮すべきことや守ってもらえることを学ぶ経験ができたのはありがたい。 

・行動について評価して、ほめてくれるのでありがたい。 

・子供の様子に合わせて、先生が授業中に命の大切さの話をしてくれたので子供が反省できた。 

・子供に聞くといつも楽しい話ばかり。悩む時もあるけど解決している。 

・取り組みはわかるが、実際に「思いやりのある子」になっているかはわからない。 

・先生に目をかけてもらっている時とそうでないときがある。せめて声かけだけでもしてほしい。 

・もう少し子供の人間関係に耳を傾けてくれればと思うことがある。 

・若い先生が子供のトラブルに積極的に関わろうとせず子供たちの育成が心配。 

・何が正しいかを教えるのではなく個々の子供に選択できる環境が大切。 

・みんな違ってみんないい、色々な考え方を肯定する指導をしてほしい。 

・一生懸命取り組んでくれる先生がほとんどだが、そうでないと感じる場合もある。 

・以前の学校では全員「さん」で呼んでいた。学校側としてまだできることがあるように感じる。 

 

〈道徳について〉 

・授業参観で行われた道徳はとても印象的で楽しく参観することができた。 

・道徳の授業は大変興味深かった。 

・道徳で、友達に対する発言、関わり方についてやってもらいたい。 

・道徳的言動について、色々な意見があるという多様性も知ってほしい。 

 

〈交流活動について〉 

○１年生が幼保との交流をすることはとてもよい経験になる。 

☆併設の幼稚園との交流はとてもよい活動だと思う。 

・なかよし活動で上級生が優しくしてくれるので感謝している。 

・自分も上級生になったら優しい上級生になりたいと言っている。 

○異学年の子供が交流できるのは思いやりの心が育つよい取り組みだと思う。 

・なかよし活動で高学年が罰ゲームを強要し、嫌な気持になっている。 

 

〈子どもたちの様子について〉 

・友達を思いやることについて、家でも言いきかせています。 

・みんなと仲良くしているので、安心して通わすことができる。 

・学校に行くと、自分から挨拶をしてくれる子が多いと感じる。 

・上級生は思いやりのある行動がとれているが、下級生はもう少し…と思う。 

・最近は落ち着いたように思うが、まだ人の痛みがわからない子がいる。 

・思いやりややさしさについては差がある。 

・相手の気持ちを思い尊重することができたら平和に楽しく学校に行くことができる。 

・他のクラスで、傷ついている友達がいる。 

・登下校の時に、友達をバカにする発言がある。 

 

〈基本的な生活習慣について〉 

・基本的な生活習慣育成については家庭と連携しもっと進めていくべきと思う。 

・前よりはよくなってきている。子供自身がもっと自覚して頑張ってほしい。 

●学校に求めることではなく各家庭で本当は教えることだと思う。 



・家庭での指導が大きく関係すると思うので、学校だけに期待することではない。 

・具体的にどのような取り組みをしているのかわからない。特に感じない。 

・思いやりとは何か、教育専門家として目標について精査してほしい。 

・子供が気軽に話せる環境（人材配置、業務の見直し等）を学校全体で整えてほしい。 

・授業以外でももう少し先生が子供とコミュニケーションをとってほしい。 

・児童会等が中心になって「あいさつ運動」をしてほしい。 

 

【項目３】 

学校教育目標「たくましい子」達成のため、学校では、子どもたちの運動能力の向上や健康で安全

な生活を実践する能力の育成に取り組んでいる。 

 

〈朝マラソン、マラソン大会について〉 

☆○朝マラソンはこれからも継続してほしい。 

○運動する機会をたくさんいただけているので良い。 

○朝マラソンに毎日参加することで体力がつき、マラソン大会の順位が上がった。 

・もっと朝マラソンに参加するよう声かけをしてほしい。 

・朝マラソンで体調を崩す子がいたので、時間帯を見直してほしい。 

・暑い時期の朝マラソンは熱中症が心配。 

・体力向上はマラソンだけではないので個々の体力、興味にあわせて取り組めるカリキュラムが必要。 

 

〈体育、休み時間について〉 

○マラソンや様々な運動に取り組んでいる。 

・休み時間も担任の先生が一緒に遊んでくれるのは素晴らしい。 

・休み時間に全員に外に出るよう呼び掛けているところがよい。 

●もっと運動できる仕組みがあると嬉しい。 

・体力が落ちている個が多いと感じる学校でも体育のレベルが下がっている。 

・鉄棒が苦手な子が多いように感じる。頑張りカードなどを活用してほしい。 

・休み時間に縄跳びの記録会などするとよい。 

・安全に楽しくできる指導をお願いしたい。（危険だからやらないではなくやり方を考えて） 

・校庭でボール遊びと鬼ごっこに分けられて、安全にはなったが狭くなり不便を感じている。 

・休み時間にサッカーが禁止されて不満だと言っている。他の学校では許可されている。 

・天候もあり、プールの授業が少なかったのが残念。 

●水泳の授業を増やしてほしい。 

・水泳の授業で泳げるようになるまで指導してほしい。 

 

〈部活動について〉 

・男子バスケットボール部を作ってほしい。バレー部でもよい。 

・長期休業中になわとびなど達成度がわかりやすい宿題を出してくれるのでありがたい。 

・個々の発達にあわせての育成をお願いしたい。 

 とてもよい だいたいよい もうすこし 改善してほしい わからない・無回答 平 均 

令和 元年度 ７３ ２３９ ３９ １０ １１ ３．０ 

平成３０年度 ５４ ２４５ ４３ １４ １１ ３．０ 

平成２９年度 ５０ ２２５ ５８ １０ １１ ２．９ 



・「いきいきちばっ子」などの生活習慣チェック。 

・特に感じない。 

 

【項目４】 

学校教育目標「自ら行動する子」達成のため、子どものよさや可能性を見出し、褒めて伸ばし自信

を持たせ自己実現が図れるような教育活動を推進している。 

 

〈学校の対応、指導について〉 

○担任の先生より、できたこと、成長したことを知らせてくれるのでありがたい。 

・様子を知らせてくれるので、家庭で、子供と学校のことについて話す機会が多くなった。 

・良いところはみんながわかるように先生が促してくれている。 

☆先生に褒められたり期待されたりして頑張る意欲につながっている。 

○きちんとあいさつするとほめてくれるので、親も子供も自信がついてきた。 

○集会で校長先生がほめた話を子供から聞いている。地域の方の思いも伝えられてよかった。 

・子供が、自分のことも人のことも認められるよい環境の中にいるのだと感じている。 

・やる気のある子、わかりやすい子への伸ばしはとてもよくやっている。 

・親もハッと気づかされる話をしてくれるようになった。 

・親が気付かないような些細なことでも拾って認め、ほめてくれるので感謝している。 

・注意するところは厳しく、ほめるところは上手にほめてくれるのでよい。 

・日直のスピーチなど自分の考えを発表する場を増やしているのはよい。 

・学校でほめられた日はとても喜んで帰ってくる。 

・今後も自分の考えを伝える自己決定を行う場面を設定してほしい。 

・子供自らが考えて行動できるよう導いてくれるとさらによくなると思う。 

・ネガティブな時、あまり個別配慮が感じられない。 

・感情的、威圧的に怒る先生がいる。 

・褒めるというより、否定とも取れる言動がある。 

 

〈子どもの様子について〉 

・日々充実感を持って楽しく通学している。 

・会社活動は自主的活動でとても良い。友達と意見交換をする人間関係を学ぶ場となっている。 

・まずは得意なことを伸ばすことで、不得意なものも伸びてくると思う。 

○褒められることに子供が喜びを感じている姿が見られる。 

○落ち葉を掃除している子を見かけた。素晴らしい。 

・授業参観を見て、自分の思いを伝える大切さを学べているのを感じた。 

・授業参観を見ても私語が多い。先生が注意してもまた騒がしくなり残念に思う。 

・先生に見守ってもらっている。自信がつくきっかけがあれば…と思う。 

・難しい課題だが、家庭でも取り組みたい。 

●奉仕活動を増やしてほしい。小学生でも社会貢献できる場はたくさんあると思う。 

●そういう場面を見ないし、わからない。 

 

 とてもよい だいたいよい もうすこし 改善してほしい わからない・無回答 平 均 

令和 元年度 ７８ ２１７ ４８ ７ ２２ ３．０ 

平成３０年度 ５３ ２１２ ５５ １２ ３５ ２．９ 

平成２９年度 ４６ ２１０ ６３ １２ ２２ ２．９ 



【項目５】 

学校は、保護者や地域の方に情報発信し開かれた学校づくりを推進し、地域の人材活用に努めなが

ら教育活動を推進している。 

 

〈開かれた学校づくりについて〉 

・授業参観で、子供たち自身が気付いたことを積極的に発表して、活気があり楽しそうだった。 

・イオンや森林公園など学校外に行くことでいろいろ学べるのでとてもよい。 

・今回、校内書初め展の参観が 15時～となりよかった。今後も時間の幅を持たせてほしい。 

・授業参観で無理して道徳をやらなくてもよい。親の前でなく子供だけで考えたほうが良い時もある。 

・されているところを全く見ない。 

・学校の様子や行事の様子は全く見えないことが多い。 

・算数の研究内容と成果について保護者の方に公開してほしい。 

 

〈情報発信について〉 

・ＨＰがきちんとしている。 

・ＨＰはもう少し改善してほしい。 

・ＨＰの学校生活のコーナーがうまく表示されていない。 

●昨年度に比べて学校生活の様子が更新されていない。 

・学校だよりで、子供たちの頑張りが具体的に書いてあるのがよかった。 

・学校だよりは生活の様子がわかり、よいと思うが、写真が粗くはっきりとわからない。 

・学年だよりの誤字脱字、日程の間違いが多い。もう少しきちんとチェックしてほしい。 

・特に情報発信を見聞きした覚えがない。 

 

〈保護者ボランティア等について〉 

○ボランティアに参加して子供たちの様子を見ることができてよかった。 

・先生と保護者、地域の方が一緒に子供たちを見守れるのでとてもよい。 

・ほとんど関わっておらず、よくわからない。 

・ボランティア登録をした人だけでなく、家庭数で周知したほうがボランティアが集まると思う。 

・学校支援ボランティアはとてもよい取組だと思う。 

・今の保護者は何でも学校に任せっぱなしなのが気になる。 

・保護者の親力を上げて協力してほしい。 

 

〈地域ボランティアについて〉 

・地域の方との交流活動は良い。もっと増やしてほしい。 

・町探検は地域の方に見守られている環境に感謝している。 

・地域の高齢者に、戦争体験などを話してもらえたらと思う。 

●登下校の見守り等を忙しい母親ではなく地域の高齢者にお願いできないか。 

・保護者にお願いするだけでなく地域の方に参加してもらえるよう声かけをしてほしい。 

○普段の様子を伝えてもらえるので、安心している。 

・ＰＴＡの方々の協力により、教育活動の推進に努めている様子は伺える。 

 とてもよい だいたいよい もうすこし 改善してほしい わからない・無回答 平 均 

令和 元年度 ６７ ２２５ ４７ ９ ２４ ３．０ 

平成３０年度 ５１ ２２４ ５２ ６ ３４ ３．０ 

平成２９年度 ５６ ２２７ ４４ ４ ２０ ３．０ 



・小学生と関わり、ふれ合う機会はとても大切だと思う。 

・ＰＴＡ活動の親の参加が難しくなっているため、学校や地域へのアプローチが必要ではないか。 

・夏休みのプール開放の日数を増やしてほしい 

・ＨＰに載っている写真は「スナップスナップ」に挙げてほしい。 

・登下校時や地域パトロールはＰＴＡの業務なのか。保護者以外の方の協力を見たことがない。 

 

【その他 自由記述】 

〈学校行事について〉 

・運動会は秋が望ましい。 

・授業参観の時間は、低学年と高学年を分けてもらいたい。 

・授業参観は決められた１日ではなく、１週間のうち自由に来てよいなど柔軟性を持たせてほしい。 

・懇談会は欠席者が多いのでなくしてもよい。 

・特に６年生は１学期に行事が集中して大変だと思う。 

・鹿野山に行って、たくましくなって帰ってきた。 

 

〈学校の対応、指導について〉 

・他のクラスの先生も子供の名前を覚えており、先生方の目が行き届いていると感じた。 

・日頃より丁寧にご指導いただき感謝している。 

・先生は子供のことをよく考えてくれるので信頼している。 

☆先生方のおかげで学校が大好きな子に育っている。 

・子供の成長を感じられ、活気あるとてもよい学校だと感じている。 

●先生はよくやってくれていると思うけど、学校に行く機会も少ないのでわからない。 

・子供同士でトラブルになった場合、被害者だけでなく、加害者側にも連絡してほしい。 

・「苦手だから頑張ろう」と励ましてくれているが、「苦手」と意識づけられるのはもったいない。 

・担任の感情で子供が振り回されるという話を聞く。改善してほしい。 

・学校に電話した時に名前を名乗らない先生がいる。名前を言うのがマナー。 

・１年ごとに担任が替わる環境では子供のよさがわかってもらえない。１年だと無責任に感じる。 

・一部の先生が子供のよさに目を向けていない。 

・先生の無責任な発言に失望した。 

 

〈藤っ子学級について〉 

・保護者や子供たちに十分な説明をしてほしい。偏見、差別が保護者や子供にある。 

 

〈部活動について〉 

・部活動の回数がもう少し増えるとよい。 

 

〈児童の安全について〉 

・子供の荷物が多すぎる。家庭で使わないものは学校に置いてほしい。 

・子供が巻き込まれるニュースを聞く。「自衛できる子」の指導をもう少し取り入れてほしい。 

・台風の際は適時、臨時休校にするなど安全を考えるべき。学校前は土砂災害警戒区域で危険。 

・大雨の時など、下校時刻、下校方法を考えてほしい。 

・椿やサザンカなどにつくチャドクガの心配をしている。 

 

 



〈学校の環境について〉 

・のびのびと体を動かせる環境、自然と触れ合える環境がとても豊かでよい。 

●グラウンドの排水ができていない。設備の管理をしっかり行ってほしい。 

・遊具で使えないものがある。早く直してほしい。 

 

〈ＰＴＡについて〉 

・協力していきたいのでいつでも声をかけてほしい。 

・学校はいったい誰の物か、教育とは誰が主役の活動なのか、色々な角度から物を見られる保護者や

先生が増えてほしい。 

 

〈学校評価について〉 

・具体例のプリントがあり、評価しやすかった。 

・学校評価は、少数の意見も公開し全てをオープンにしてほしい。 

・学校評価で出た意見をどうしたか、具体的に教えてほしい。 

・ 

〈要望等〉 

・手紙の配付など、去年と変更があった場合の説明がほしい。 

・配付プリントが多すぎる。ＨＰやメールを活用してほしい。 

★●放課後の校庭開放を増やしてほしい。 

★月の行事予定をもっと早く教えてほしい。 

・写真販売の際、写真の位置が高すぎたので考えてほしい。 

 

 たくさんの御意見ありがとうございました。 


