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【評価の実施から教育計画の立案までの流れ】 

日  付 項  目 内  容 

１１月９日（月） 

運営委員会 

学校評価についての提案 目的およびアンケート項目についての提案 

１１月２４日（火） 学校評価（職員）送信 

（グーグルフォーム） 

運営委員会・職員会議での話し合いをもとに

修正した学校教育評価を全職員に送信 

１２月４日（金） 学校評価（職員）提出 

（グーグルフォーム） 

今までの実践を振り返り，各個人で記載し提

出。  

１１月２４日（火） 

～１２月４日（金） 

児童アンケート実施 

（マークシート式） 

この期間に児童へのアンケート実施 

１２月４日（金）  保護者ｱﾝｹｰﾄ送信 

（グーグルフォーム） 

保護者にアンケートを送信するとともに，手紙

を配付し通知。 

１２月１４日（月） 保護者ｱﾝｹｰﾄ回答締切 保護者のアンケートの回答確認 

（締め切り前に再度確認メール配信） 

１２月２３日（水） 評価，反省のまとめ 三つのアンケートをまとめた資料を職員に配

付 

１月８日（金） 評価の確認（全職員） 校務分掌に基づき，各担当者が評価内容に目

を通し，改善できるものについて立案する。必

要に応じて，校長・教頭・教務に相談。 

１月２５日（月）・２８日

（水）・２月４日（木）・

１０日（水） 

教育課程ブロック会（分科会） 各教科・領域ごとの分掌主任を中心に，各学

年の担当が会し教育計画の見直しを行う。 

２月中旬 学校関係者評価委員会 新型コロナウイルス感染症防止対応のため，

今年度は書面のやり取りにより実施。 

３月３日（水）・１０日

（水） 

教育課程全体会 見直した教育計画について，全職員で確認し

共通理解する。 

３月下旬 学校評価の公開 ホームページに掲載 

 

【学校関係者評価委員】（敬称略） 

  学校評議員  種田 祝次  藤田 勉  辻 幸夫  星野 七奈  源明 弘恵 

  谷津公民館学習圏会議  青木 淳子 

  谷津南地区スポーツ推進委員  田村 信二 

  学校支援ボランティアコーディネーター  宇野 圭子 

  谷津南小学校後援会  池 美惠子 

  谷津南小学校学校環境を考える会  槇 重善 

  令和２年度 PTA本部役員  山本 真紀  茂森 真理子  鈴木 敦子  美濃 美和 

 



評価のまとめ 

（※意見等は個人情報に係る部分を削除し，要約や抜粋を施し，また文章を常体に統一した。） 
考察 … 考   保護者意見 … 保  職員意見 … 職   学校関係者評価委員意見 … 評 

 

全体としての傾向 
・肯定的回答（「よく出来ている」という一番良い評価の割合が高いのが児童，次に保護者，次に教員という

傾向が見られ，これは例年同様の傾向となっている。 

・職員は「よくできている」の一番良い評価を選ぶ割合が他者の評価に比較して低く，多くの保護者の大ら

かさとは逆に，十分に満足はできないという職業意識からの見方に厳しさがあるものと捉えられる。 

・児童は「よく出来ている」という一番良い評価の割合が高い一方，「あまり出来ていない」「出来ていない」

の否定的評価の割合も，保護者や職員に比較して多くなっている。国際的な傾向である，自分に自信がも

てない児童が一定数として多い傾向が本校でも表れている。 

・今年度，保護者と職員の学校評価のとり方を紙ベースからｗｅｂ回答に変更した。保護者から寄せられた

自由回答の総数の割合は昨年度とほぼ変わっていない。一方，職員の回答数は４割程度減少していた。

ｗｅｂでの回答に変更したことの他に，コロナ禍において例年と平等な観点で比較することが難しく，回答し

づらいという側面もあったと思われる。 

 

考 「よく出来ている」が児童，保護者，職員の順で多くなっている一方，「よく出来ている」と「大体出来てい

る」の肯定的回答の合計を比較した場合，逆に職員，保護者，児童の順で低くなっている。職員が肯定的

に捉えているのに対し，一定数の保護者や児童は不満足を感じている。児童が職員の気づかない部分で

不安を感じていることを把握する必要があり，個別の相談活動を重点として継続する必要がある。 

保充実した学校生活に感謝している。先生方には学校外での頑張りや活躍を認めて温かく応援してくださ

り本当に嬉しく思っている。 

保お陰で毎日楽しく通っている。先生が温かく，優しく見守っていてくださると感じている。 

保谷津南小へ通いだし，３年が経とうとしている。子供を通じ，毎日楽しくのびのびと，文武両道に過ご

せていると感じている。 授業も一方通行ではなく，参加，体験ができるよう，多くの工夫をして頂いて

いることが，子供を通じ分かる。 今年は自粛の期間があり，その間子供の活気が日に日に落ちていき，

私も様々な工夫をしたが，限界があった。 毎日，公園も家族相手では面白くないようだ… 子供にとっ

て，友達との交流に代わるものはなく，遊びと学問の刺激が大切だと改めて思う。 こんな制限のある世

の中だが，うまく工夫し，それでもやれるというところを子供に学んで貰えたらと思う。  

＊運動会，みんな上手だったので，来年は子供たちだけでも観覧できたらと思う。 

保学校が楽しくないと言って登校しているのが，親としてはとても心苦しい。 

保子供が多いので，教室がギチギチだなと思う。なかなかまとまらず，給食の時間も少ししかなく食べ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

児童

保護者

職員

1．毎日の学習や生活が充実している

よく出来ている 大体出来ている あまり出来てない 出来てない わからない・無回答



たくても食べられない事が多くあるようなのが気になる。 

保神経質な面があり，時々教室かうるさくて集中出来ない事を言っている。 時間帯をみて適切に対応し

て頂ければと思う。 

 

 

考 児童と保護者の肯定的回答は昨年度とほぼ変わっていないが，職員の「よく出来ている」の回答は昨

年度の 7.7%に対し，0%となっている。年度初めの自宅待機期間もあり，教員として十分な指導が出来ていな

いという思いが感じられる。 

職国語 保護者からの要望で，学校で薦めている国語辞典が熟語を引いても出ないことが多いので，教材

を検討してほしい。 

 

 

 

職様々な学年の児童を支援させていただいている中で，ノート指導の差を目の当たりにしている。（配慮

が必要な児童に対し）量を減らしてもらったり，内容を絞ってもらったりしてはいるが，一月前の学習内

容のままのこともある。本人が書けない，または，書かない事も承知だが，板書をプリントする担任や赤

で書き方を示している担任がいる中で，どう思っているのか心配。本校の研究にもある「どの子も輝く」

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

児童

保護者

職員

2．学習面において基礎・基本の定着が図られている

よく出来ている 大体出来ている あまり出来てない 出来てない わからない・無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

児童

保護者

職員

3．「聴く」力が身についてきている

よく出来ている 大体出来ている あまり出来てない 出来てない わからない・無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

児童

保護者

職員

4． 「書く」力が身についてきている

よく出来ている 大体出来ている あまり出来てない 出来てない わからない・無回答



にもつながってくるのではないかとも思っており，支援学級で，サポートできる事はしていくようにし，

もう一度，どこまで伸ばしたいのか，そのためにできる支援は何かを一緒に考えていけるとよい。 

 

 

考 「聴く力」，「書く力」，「話す力」の３つの観点を比較すると，特に「書く力」の評価が低くなっており，昨年

度と同様の傾向となっている。全国学力テストの結果からも本校の課題は「記述」であると分析しており，対

策として，日常のノート指導に重点を置くことを，今後も指導の重点としていく。また，全児童へのタブレット

の供給が始まるため，ＩＣＴ機器を活用した思考力，判断力，表現力の育成も進めたい。 

保漢字の宿題を丁寧に探索してくれ，漢字学習の定着につながっている。 

保個人的な問題かもしれないが， 反抗期で，宿題以外の勉強をしたがらないので，もう少し宿題を増やし

ていただけるとありがたい。 受験生への配慮なのか？６年間の中で，一番少ないような気がする。 

保毎日楽しく通学している。テストの間違ったところが理解できているか自宅で確認すると，出来ていないこ

ともある。 

保うちとしては，去年に比べて，良くできていると思う。まだ不安定なところもあるが，焦らずゆっくりとやって

いこうと思う。 

職基礎基本の定着が難しかったので，個別対応をする時間と気持ちのゆとりがもてるとよい。 

職思考の流れがわかる板書を計画するために子供の思考を良く考えたり，先輩の先生に相談したりして

板書計画を考える。 

職ノート指導や聞く力を育てるために，より学級担任と連携をとっていきたい。 

職（他の教員の）授業を参観したい。 

職研究の本時はビデオ撮影して欲しいと思う。クラスの授業で研究授業を丸々見に行けない事が多いの

で，撮ってあると助かる。全クラスが難しかったら研究主任の授業は撮ってあると良いかと思う。学校の

研究はこれだと提示できると，来年の研究の説明に使え，研究を深める資料になると思う。また，事後研

でも映像を使いながら振り返ることができると思うので検討いただきたい。 

評設問 2，3，4，5の身につける“学力”だが，教諭はクラス内のどのあたりの習得力児童に合わせて授

業しているのか知りたい。なぜなのかの理由も含め，七中でも同じことを聞いている。成績優秀者と呼ば

れる上位者には物足りなく，日々努力している下位者の理解不足をできる限り少なくする指導手法か，

どちらに軸を置いた授業なのか。ベターかベストという判断はなく，正論ではない，学校教育での存在と

位置づけが確認できる指導法を知りたいものと思う。 

評基礎学力，基礎知識が身について，応用や普遍的対応が可能だと考えている。正解を知ることは大切

だが，正解を導き出す過程も大事である一方，不正解の理由や背景も認識することは必要かと思う。私見

だが，点での授業より面や線といった物語的教え方が，生きる力になると考えている。 

評学校授業風景を習志野ケーブルテレビで録画放送できないか。保護者や高齢者に現場視聴機会（生涯

学習）があってもと，以前から思っている。教諭も緊張感ある時間で，充実するのではと思う。 

評デジタル（ＩＴ機器）授業，リアル（対面）授業のメリットとデメリット，リスクとベネフィットを知

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

児童

保護者

職員

5． 「話す」力が身についてきている

よく出来ている 大体出来ている あまり出来てない 出来てない わからない・無回答



りたい。教育界ではどのようなスタンスなのか。私見だが，リアル授業の素晴らしさを前面に出して進め

ていただきたい。 

 

 

考 本校の課題であった「本に親しむ」観点では，年々職員の評価が年々高くなっている（「よく出来ている」

の職員評価 H30 年度９．１％ → R 元年度３０．８％ → R２年度３５．７％）。ボランティアによる読み聞

かせや読書の啓発が昨年度まで行われ，担任も習慣作りに意識して取り組んできた成果と思われる。 

評 現在はコロナウイルス拡大防止のため小学校の中のボランティア活動は一時停止になり，それによ

って打ち合わせも無くなり，小学校の様子を知ることはできなかった。今回資料をいただき，是非，今後

のことをお話させて頂きたいと思った。ボランティア活動への学校からの要望等をお聞かせいただけた

らと感じる。 

先のことはまだ不透明だが，次年度の活動をどのようにしていったらよいのか，方向性を相談させて頂

ければと思う。ボランティア団体によっても出来ることが違うと思うが，学校側，先生方の意見・要望を

伝えていただいたほうが活動しやすいと思う。 

考 本年度はボランティアによる読み聞かせを実施できなかった。来年度もウイズコロナは続くと思われる

が，市が全学級に導入した大型モニターと実物投影機を活用し，ボランティアによる読み聞かせを実施する

方向で検討している。 

 

 

考 今年度はコロナ対応のため，自由遊びの時間（業間・昼休み）にも人数や遊び方を制限した。また，手

洗い等の時間確保から，時間の短縮も行った。のびのびと体を動かして運動や遊びを親しむ子にすること

が健康やストレス発散に繋がることを思い，職員の話し合いでもしばしば対立的な意見を交わし合い，検討

しながら共通理解と実践を図った部分であった。 

職外遊びをしたい子供の気持ちも大切にしたい。図書の時間は大切だと思う。しかし，本の貸し出し冊

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

児童

保護者

職員

6． 本に親しむ子に育ってきている

よく出来ている 大体出来ている あまり出来てない 出来てない わからない・無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

児童

保護者

職員

7． すすんで運動に親しむ子に育ってきている

よく出来ている 大体出来ている あまり出来てない 出来てない わからない・無回答



数にこだわりすぎるのも違うと思う。読書タイムを大切にする，授業時間で図書室へ行く，休み時間に図

書室に行きたい子は行く。基本的なところは担任の先生からの声がけは大切だと思われる。しかし，コロ

ナの状況で外で遊ぶ機会が少ない中，休み時間は貴重だと思う。その兼ね合いが難しいのかな，とは思う

が。 

職来年度以降もエンブレム（文化庁から派遣されたプロのダンス指導者）等にダンス指導をしてもらう

のであるならば，連絡を早い段階からきちんとしてもらい指導してもらう学年以外の学年にも共通理解

を図れるようにしてもらいたい。ダンス指導を受けられない学年の方が動き出すのは早いと思うので，

発表内容について調整してほしい。回答が遅い場合は，こちらで決めた曲を伝え，重ならないようにする

などの工夫をして欲しい。 

 

 
考 この観点では，職員より保護者の評価の方が低いという，他と逆転する結果となっている。これは昨年

度も同様であった。子供たちは，家庭よりも学校生活の方で，あいさつや手伝いを頑張っていると推察され

る。校内の廊下ですれ違う時よりも，登下校など校外で進んで挨拶する児童が少ないことを感じる。児童の

行動が学校内と校外，家庭で普遍的なものとしていくことが，生きる力として必要と思われる。 

職黙動清掃を推奨し，徹底していきたい。 

評今年度は谷津南小学校に伺う機会が残念ながらなかったが，嬉しい事があった。 

朝ゴミ出しの時，登校中の男子児童とすれ違い「おはよう いってらっしゃい」と声をかけた。知らない

人から突然声を掛けられたので，ちょっと戸惑っている様子。以前「朝の挨拶運動」に参加させて頂いた

経験から，自然に言葉が出てしまったものだ。それから数日後，その男子児童が先に「おはようございま

す」と挨拶して下さった。とても嬉しかった。 

私達地域住民は，これからも谷津南小学校の児童を温かい目で見守り，児童の皆さんから信頼される大

人でありたいと，強く思っている。 

評学校に行くと知らない子供達も元気に「こんにちは」とあいさつしてくれるので，とても気持ちが良

い。 

評本部の作業で校内を歩いていると，子どもたちの方から「こんにちは」と声をかけてくれる事があり，

とても嬉しい。６年生は特にその点が素晴らしくて，低学年の見本になってくれていると思った。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

児童

保護者

職員

8． すすんであいさつや手伝いができる子に育ってきている

よく出来ている 大体出来ている あまり出来てない 出来てない わからない・無回答



 

考今年度は直接的な交流活動が行えなかったため，間接的に文章や作品で伝えたり，映像に撮って見合

ったりする活動に終始した。それでも子供たちは，期待に十分に応えてくれたと感じる。今できることに一生

懸命に取り組むことを今後も続くであろう制限の中でも，継続したい。 

職自身が子供の手本になることを念頭にして，挨拶，笑顔，思いやりを常に心がけて行動しなければな

らない。 子供主体の授業を意識して計画的に授業を進めなければならない。 安全と健康を意識しつつ，

ルールやマナーを身に着けてもらえるように，具体的なゲームやエンカウンターを行いたい。 

 

 

考安全について児童や保護者の評価は昨年度とあまり変わっていないが，職員の評価で「よく出来ている」

が昨年度 28％→今年度 0％となっている。年度当初の交通安全教室は防犯教室，バスの乗り方教室等が

行えなかったことや，避難訓練が分散した形態での実施となっていること，感染症防止の観点で児童の行

動に不安を感じていること等も表れていると思われる。 

保読書の時に教室の電気をつけて読むようにお願いしたい。視力低下が心配である。 

保ランドセル(荷物)が重い(多い)（全国的だが...） 

保給食指導に関してだが，担任の先生によっては，食べ切れないと居残りをさせて食べさせたり叱責し

たりする事があり，給食を負担に感じている子どもがいる。 好き嫌い無く残さず食べる事は大切な事で

はあるが，給食が負担になり学校に行きたくなくなってしまっては逆効果。給食指導の改善を希望する。 

職コロナ対応のためこまめな声かけ，バスの前まで見守る，必要に応じて指導する。 

職解錠前の昇降口に子供たちがたくさん集まり始めるのも心配だが，朝の児童玄関の解錠の時間を 7:35

に戻してほしい。天候不良時等の配慮はわかるが，児童だけで過ごす時間が長く，安全管理ができない。 

評職員評価が今年はゼロになっているのは，コロナでの施策が不可能だったからという理由のようだが，

今年度の状況から試行錯誤や改善などを通じて令和３年はこのゼロでなくなることを期待する。 
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保護者
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9． 思いやりのある子に育ってきている

よく出来ている 大体出来ている あまり出来てない 出来てない わからない・無回答
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児童

保護者

職員

10． けがや病気に気をつけ、安全に過ごすことができるようになってきている

よく出来ている 大体出来ている あまり出来てない 出来てない わからない・無回答



評バス通学児童の社会性について知りたい。市シルバーの指導員の方（安全整理員）の感想も聞きたい。 

考バス通学児童が年々増加しており，多くのバスの便に分乗させ密を分散するため，早い時刻の登校も可

能としたい。職員の勤務開始時刻は 8:05 のため，早く出勤できる職員に協力してもらい，早く登校した児童

を見守っている。また，コロナ禍のバスのマナーについては，バスに同乗した一般客から苦言を受けること

がある。市から派遣されている安全整理員と協力しながら，学校職員も定期的にバスに同乗して指導を行

い，安全・安心に努めたい。 

次年度から児童一人一台のタブレット（実物は小さめの PC）が配付され，毎日家庭に持ち帰る運用となる。

決して軽い物ではないため，家庭に持ち帰る他の学用品について精選を行い，児童の負担とならないよう

にしたい。 

 

 

保毎日，元気に登校できる環境を作ってくださりありがたい。学習面では，漢字のハネ，トメ等をきちん

と見て指導してもらったり，数ヶ月前に心配事として相談した内容をその後どうかと気にかけてもらっ

たりして，担任の先生には感謝している。 

考 今年度から市立小中学校共通に，学校電話の取り次ぎ時間帯が午前 7:30より午後 6:00までとなった。

年度初めは戸惑いの声もいただいたが，保護者の理解と協力のお蔭で，この運用の仕方で対応が続けら

れている。また事故やコロナ関係など緊急の場合は，緊急用学校携帯電話で管理職が対応することとして

いる。 

 

 

考児童にタブレットが導入されることとなり，通信の仕方を大きく変える機会となる。各種の便りや欠

席連絡などの連絡も，学校と家庭の双方で負担軽減が図れるとよい。紙媒体を縮減し，エコロジーやコス

ト削減を図ると同時に，利便性を高め，良い方向に向かえるよう家庭の声を聞きながら工夫していくこ

とが必要である。5月くらいから実際の運用が始まる見込みなので，各御家庭の協力を是非お願いしたい。 

保担任の先生が毎週金曜日に翌週の週プログラムを作成して，配付して下さっている。 多忙な中，大変な
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保護者
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11． 担任や学校に気軽に相談でき、親身に対応してくれている

よく出来ている 大体出来ている あまり出来てない 出来てない わからない・無回答
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12． 学校や学級の情報がわかりやすく伝えられている

よく出来ている 大体出来ている あまり出来てない 出来てない わからない・無回答



作業と思われるが，翌週の流れが分かることで，自主的に様々な準備をするようになったし，学級の様子も

良く分かる。 

保担任の先生が毎週の予定をプリントにして配付してくださるので，親子共に一週間の見通しが立てや

すくとても助かっている。 部活でトラブルが起きた時も担当の先生がすぐに対応してくださり，とても

ありがたかった。 学校への連絡（欠席など）がメールやラインなどで出来るようになるとよいと感じて

いる。 

保プリントに書いてある Googleフォームの長い URLをそのまま手入力させるのはさすがに無理があると

思った。短縮 URLや QRコードを併せて載せるのが常識かと思うので，更なるレベルアップをお願いした

い。 

職学級便りの作成ができるようにしたい。 

評子ども達のクラスでは，担任の先生が頻繁にクラスだよりを作ってくださり，クラスの様子がとても

よく分かりありがたい。 

評担任の先生が発行してくれるクラス便りを毎回とても楽しみにしていて子どもたちの学校での様子も

聞きながら，各クラスとても仲良く過ごしているなと親としては嬉しく思う。 

評内容が水鳥の届け出先者である方々の手元に届いても，理解されているか，いささか不安を感じる。

文調や使用文言は，学校教諭間で日常的に使われている用語と推察するが，情報弱者になりがちな外国

人保護者のかたへの配慮は十分なのか。難しい言葉を優しく，漢字にはルビを振る・・・等。情報の伝達

手段としてデジタル（ＩＴ機器）の利便性は高いが，到達率を考えた場合，保存性とアクセスの点でどち

らが実効性あるのか。私見だが書面による通知が良いように思う。 

 

 

考今年度より新設した評価項目となる。保護者の「わからない・無回答」の回答が他の項目に比較して多

くなっている。教員の５段階評価についても，次年度からは加えたいと考える。職員の自由回答において

は多くの要望があった。限られた予算の中で，優先順位を判断し充実を図りたい。また今回アンケート項

目に加えてみて，「施設」，「教材」の他に「人材」の観点も加えるべきと感じられたので，検討したい。 

保校舎のトイレ，工事が半分だけで終わってしまって残念。 

保コロナの影響が有るとは思うが，早くトイレを改修(せめて業者による清掃)して欲しいと，言い続けてきた。 

職教材備品の紹介，古くなった教材の廃棄や新しい備品の購入，年間指導計画の立案・確認を進める。 

職生活科 これから人数が増えるので，けん玉など個数が足らないと思われる。 

職道徳の挿絵の印刷を年度始めに決めたが，進んでいない気がする。行っている学年とそうでない学年

があると来年度授業する時に困るので，行うと決めたことは全学年で進めていきたい。 

職指導用の数図ブロックや数え棒など。１リットル枡・デシリットル枡・ＣＤラジカセの予備(壊れやす

い)・乾燥棚(学級数も増えているし，使用時期が重なる。でも，使用しない時は保管に困るので難しいか
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保護者

13． 学校は教育のための施設や教材が充実している

よく出来ている 大体出来ている あまり出来てない 出来てない わからない・無回答



もしれないが。) 

職デジタルカメラ各学級 1台を配置していただきたい。 

職使用したいと思った時に物がなかったり，壊れていたりがよくある。使用後は元に戻す，物がなくな

ったら補充するか知らせる，不具合が生じたり壊れてしまったりしたら教頭へ報告する。 みな気持ちよ

く使用できると良い。 

職西側トイレの改修工事，東側特別教室の普通教室化，理科室・家庭科室の改修工事，バス通学児童待機

場所のアスファルト化，全学級数分の実物投影機，校内放送 PAの修理もしくは新規入れ替えを希望する。 

職今年度の予定だった，トイレや保健室の改修を早めにお願いしたい。 

職新しいほうきが欲しくても，倉庫に充分なものがなく，補充できなかった（低学年用のすでに使用し

ていたものしかなく，高学年に使わせるには不便）。 

職タブレットをしまうのに，鍵のかかるロッカーがあるとよい。 教室の事務机やいすに経年劣化が見ら

れる。定期的な買い換えが必要。 

職掃除をすることを考えると便器を拭くシートなど消耗品であるとよい。 

職デジタル教科書があるとありがたい。 

職カラーコピー機がほしい。 

職クラスに 1つ非接触の検温計があるとよい。 砂場の大きな鉄棒で 1カ所安易に高さを変えられないも

のがある。支柱と支柱の間の距離より短い棒を使っている鉄棒があり，間の距離にあった棒を用意した

い。 PC室のタブレットの管理を徹底したい。タブレットもそうだが，充電するコードなどないものが多

い。ICT 化を進めていく上で，今ある物の管理をもう一度見直した方がよい。 清掃ロッカーが全体的に

寿命となってきているので変えた方が良い。 今，各クラスにホワイトボードが 1 枚配布されているが，

できればもっと整備したい。 

職ホイッスル 不審者が万が一入ってきた時のために遠くに知らせるためのものが各自に配付されると

よい。音楽室は誰でも入りやすく奥まっているため，万が一のときに知らせる手段が必要である。 

職特別な支援が必要な児童が増えているので，場所や人材の確保をお願いしたい。 

職掃除ロッカーが古く，ドアが閉まりにくくて子どもが閉めるときちんと閉まらないことが多い。(昭和

から使用しているので 30 年以上)今年度当初，新しい掃除ロッカーが 2 つしか購入されていなかったの

で，購入数をもう少し事前に検討してほしい。 学年棚のような学年で共通して使う物を保管する場所が

あった方が良い。 

職 ICT機器(これから充実していく見込みだが…)の充実。プログラミングもあるので必要だと思う。 

評 PTAの皆さまがえんやこら 学校環境を考える会の活動を広報してくださることで，入学前のお子さん

を連れて参加してくださる家族が増えた。新型コロナウイルス感染症拡大抑制のため，子どもたちの行

動に大きな制約がある中，休み時間などに校庭で出会えるリアルな草花，昆虫など生きものは，子どもた

ちの興味関心を拡げることができると考える。 

田んぼでのイネづくりなど，子どもたちの体験を豊かにするお手伝いは，今後も続けていきたいと思う

ので，感染症の状況を勘案しながら相談をお願いする。 

（本アンケートで）校庭環境についての意見，要望がほとんどないことに少々驚いた。今後のえんやこら 

学校環境を考える会の活動を，効果的に進めるために，もっと先生方と情報交換をする必要があると気

が付いた。 



評トイレについて，今はコロナ感染のこともあり，先生方が定期的に清掃して下さっているようでとて

もありがたい。ＰＴＡで毎年１回トイレの大掃除をしているが，コロナがおさまってからも，先生，又は

ＰＴＡのお手伝いとして定期的に掃除ができたら，せっかくの新しいきれいなトイレ（東校舎）が，年に

一度の大掃除をしなくてもきれいさが保たれるのではないかと思うので，ご検討をお願いする。 

評トイレの改修が片側（東校舎側）だけで終わっていないのが残念。なかなか難しいとは思うが，早くき

れいになってほしい。（子供が）トイレを我慢して帰ってくることが多い。 

考中央校舎の古いトイレの改修については，市教育委員会に早期対応案件として要望を続けている。こ

れに対し市は，築３５年となる建物の安全確保と，児童数増加への教室の増設を優先課題としながら，で

きるだけ早期に対応したいとしている。児童が生活する安全で衛生的な環境が作られるよう，今後も協

議しながら進めていく。 

市の教育予算は税収入から配当されるもので当然限りがあり，何を優先的に充実させていくかは，児童

の安全・安心の確保や健全な教育の遂行における各々の重要性と照らして判断すべきものである。単に

買い替えればよいという発想ではなく，工夫しながら物を大切に長く使う努力も，必要なことである。 

今年度は国家的なコロナ対応があり，国や県から緊急の予算が付いたことによって，学習サポーターや

スクールカウンセラー，スクールサポートスタッフなど，多くの人的配置が進められた。また飛沫防止ガ

ードや消毒液，体温計やマスクなど，多くの物品も学校に支給された。しかし，特に人材の確保は予算の

対応だけでは限り（なり手の数の問題）もあり，自校で解決する工夫も大切と考える。今年度，児童に今

できることに精一杯努めることを求め，児童がそれに応えてくれたように，限られた予算と人材の中で，

最善の教育活動を創る努力が職員にも求められていると再確認したい。 

 

 

保教材や，いじめについては子どもを通して知るしかなく，特に困っている話を聞いていない為，『わか

らない』という回答にした。 

保学校での様子は，普段忙しくてあまり聞いてあげられていない。去年はよく怒る先生だなという印象

だったが，今年は先生を慕っていて，楽しく過ごせているという印象。 新型コロナウィルスの影響で様々

な苦労があると思うが，あまり深刻にならず，楽しく過ごせるようにケアして頂いている。担任の先生だ

けでなく，関わる全ての先生方に感謝する。コロナ感染者が今後万が一出たとしても，絶対にいじめには

ならないよう子どもに話をしていたら，先生もそう言っていたよと話してくれた。学校と一体になって，

元気で思いやりのある子供達に育て上げていこうという気持ちになった。 

職子どもの言動から問題行動を予測し未然に防ぐことについて，10 月から 11 月にあったクラスの件に

ついて考えたい。この件は自分が指導する場面が少なく，フォロー役に回った。フォロー役に回ることで

児童が色々と打ち明けやすかったり，クラスにも居やすかったりというのはとても分かるが，日頃から
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14． いじめのない学校づくりへの取り組みが進んできている

よく出来ている 大体出来ている あまり出来てない 出来てない わからない・無回答



摘める芽を摘んでおけば，その様な事は起きなかったと思う。もっと子供達の発言にアンテナを張って，

気付いたらすぐ正しい道に修正できるようにしたい。 

考現在のいじめの定義では，「継続的」や「一方的」でなくとも，一定の人間関係のある者から心身の苦

痛を一度でも感じた時点で，いじめと捉えている。そのため，いじめ定義の変更以来，いじめの数が全国

的に急増し，世間の心配を煽っている面もある。大切なのは，教育相談活動により個々の案件をしっかり

と見極め，個に応じた対応と教育を行っていくことにある。過密な教育課程の中であるが，工夫しながら

時間を生み出して個別の相談を実施し，家庭と連携して解消に努めることを継続していきたい。 

教育の連携について 

保学校と学童の連携について疑問。「学校を出て学童へ踏み入れたら，2度と学校へは戻ってはいけない。」

と家族から聞いた。学童－学校－保護者を介してようやく免除とも聞いたが，あの距離で随分と面倒な

取り決めだと感じた。学校に忘れ物をしてしまうと，2度と戻れない『決まり』だからと子供は言い出せ

ない，相談すらも諦めるようだ。 先日はこの寒い中，上着を忘れても言い出せず，鼻を垂らしながら T

シャツで帰ってくることがあった。 また学童に弁当を持っていかなくてはいけない時に限って学校に弁

当を忘れてしまい，また『決まり』だからと取りにいけず，次の日に腐らせた弁当を持って帰ることもあ

ったようだ。 『忘れ物しちゃったみたいなんで◯年◯組の◯◯さん戻します』くらいの連絡，学校－学

童間で取れないものか？縛りが強すぎるあまり，子供たちの相談出来ない場になっているのではないか

と少々不安視している。 とは言え管轄の問題もあり難しいと思うので， 先生の方で，帰りの会を終わら

せた直後に忘れ物がない様にと再度促して頂けると助かる。 

また別件だが，学校のイベントなどで用意するものについて，用途や大きさなど少し詳細にお伝え頂け

ると助かる。ザックリ過ぎるので，まわりの親同士で『…てことはこれもいるし，多分，こう言うことだ

よね？』と想像しながら用意することが多いため。 乱文で申し訳ない。 宜しくお願い致したい。 

職各学年の先生方との連携が，うまくいかなかったと感じている。また，会議等で共通理解を図った事

項においては皆で同じ方向が向けるように，自らも働きかけていきたい。 

職地域の方との関わり等ができなかった。パトロールなど含め，意識して関わることができるようにし

たい。 

職職員間の風通しが悪い。学年の子供に指導の必要があったり，異学年で連携が必要であったりするの

であれば，その学年の先生に直接言えばいいのではと思う。風通しが悪く，嫌と感じることが多かった。  

職クラブ活動の担当の組み合わせを同じ学年にならないようにしてほしい。今年度は特に下校時刻が学

年別なので同じ学年だと両方ともクラブに遅れてしまう。4.5.6年の先生(クラブを行う学年)プラス他の

学年の先生か 1 年の先生(1 年生は下校時間が早いので)プラス他の学年の先生にしてもらえると助かる。 

評私自身，現在も千葉市の小学校の学童に勤務しているので感じた事。 

忘れ物については 私たちも葛藤の日々だが，学校と学童の連携については，特別な事例があれば話し合

いもあるが，むしろ，学校の意向に添う立場と判断をしている。ただ，習い事のレッスンバッグやお弁当

については，私たち職員が事務室に伺い頭をさげ，お願いをしている次第である。もちろん，本来，忘れ

物は取りに行ってはダメ！となっている。 

コロナの影響も理由の一つかと思うが，少し，厳しいかと。ちなみに，先生はしっかり対応されていると

思うが，忘れ物をする子どもは限定される。 



学童を利用する子どもたちも多くなると思う。保護者の方含め，規範意識をもって頂きたい。 

 

カリキュラム，時程関連 

職月水のバスの臨時便をもう少し遅い時刻にしてもらえるとありがたい。下校時刻は 14:15だが，14:20

に乗らせるには 14:10過ぎに教室を出ないとならないので，掃除が難しい。  

職基本的には今年度の時間割に賛成だが，もう少し存分に外遊びをさせてあげたい。のんびりしている

子は，移動，手洗いで終わってしまう。気持ちや頭の切り替えがしづらい。 

職コロナ禍とは関係なく，運動会の縮減（令和元年度でも課題となった），日課時刻表は令和 2年度のも

のを踏襲しつつ，バス通学児童数に合わせて下校時刻の変更を行う。 

職運動会は今年度のように，秋実施が良い。学期始めは，学級指導を徹底したい。気候もよかった。 

職運動会 今年度はコロナ対応により短縮して行ったが，従来通りの生活に戻っても，暑さや，安全等の

問題等もあるため，午前中のみの開催にするなどの工夫が必要だと思う。 

職職員打合せの持ち方 今年度は，コロナにより金曜日のみであった。ホワイトボードもうまく活用され

ていたので，今後事務処理の時間等を考えると今年度同様に行ってもよいのではと思う。 

考前年度までは，週２回の打合せを実施していた。週１回とするに当たり，掲示板の活用などの工夫を

行ったが，緊急な案件もあり，面と向かって伝え確認し合いたい内容もあって割り切れない部分がある。

社会でテレワークが進む中，他の職種とも共通の課題と思われる。職員が一丸となれるよう工夫してい

きたい。 

職６年生のセカンドスクールは，なくてもよいのではないか。時数確保や働き方改革から，見直しても

よいと思う。 

職今年度は，コロナの状況もあったと思うが，体育発表会，面談，授業参観，希望面談が続けてあり，保

護者の方も時間の都合をつけることが難しそうだった。もう少し期日を見直してもよかったのではない

かと感じた。 

職コロナの影響で調整が難しいとは思うが， 同じ時期に行事等が集中するとかなり負担になる。日時が

わかっているので自分も計画的に取り組む必要はあるが…。 

職縦割り活動は，新しい学校生活の中でどのように行えばよいか。黙働清掃は長年意識をしているも，

できていない。実現に向けて抜本的改革が必要なのかもしれない。 

職ミニ運動会 - 今後は児童数も増え体育館での活動は厳しくなる。保護者が参加できない児童への配

慮。打ち合わせにかかる時間も多い。 

評鹿野山セカンドスクールについて，保護者の考えと，こどもたちの思いとは多少違いがあるのかと思

う。また，引率する先生方の考えはどうなのか？鹿野山の自然体験学習は家庭でも考えられると思うが，

なかなか難しい家庭も多いと思うので，出来れば季節を感じながら体験ができるとよい。 

働き方改革関連 

職現在，業務改善，働き方改革と言われているが，なかなか実感としての変化がないのが現状である。思

いきった改革や職員への意識が高まるような取り組みも重要と考える。 例年通り，ではなく将来を見据

えた計画，提案も必要ではないか。 今後は職員も初若年層がますます増えていく。丁寧さ，きめ細やか



さも必要であり，フォロー体制を整えていくことも必要だと考える。 

職学習サポーター，スクールサポートスタッフが配置され今年度は業務量を分散でき，子どもと向き合

う時間を増やすこともできていると思う。多くの場面で大変助かっている。来年度も継続して配置され

ると良い。 

職打ち合わせのあり方の見直し。文書で提案があるものは，特に大切なところを読み上げるなど，短く

なる工夫をしてもらわないと，どんどん長くなる。せっかく時間に合わせて学年会や学年研究を途中に

しているのに，終わりが遅いと学年で話す時間が毎回遅くなってしまう。 

職配付物はできる限り PDF にして配信（児童用タブレットの活用）など，先生方の負担や業務改善に向

けて，できる事は積極的に進めていきたい。 

職音楽部の人数が増えているので，指導教員を増やしていただけたらよい。 

職まずは自分の身の回りの整理から始めていきたい 

考公立学校の学校職員の勤務時間は 7時間 45分（本校では休息・休息時間を含み 8:05～16:35）である。

それを超える時間外労働が多い職員は月に 80 時間以上を超える現状があり，過労が問題視されてきた。

日本は国の教育予算割合が他の国よりも低いにも関わらず，教育水準は高い位置を保ってきたという自

負が学校現場職員にもあり，ある意味聖職の美徳として過重労働を受け入れてきた教員が多かったと思

われる。しかし，精神疾患による休職者の割合が他の職業に対して多いこと，また教員にあるまじき不祥

事も発生していることを鑑みれば，働き方改革は必須である。職員の健全な働き方が児童生徒の健全な

教育にとって不可欠であることから，教育行政と学校現場が一丸となって働き方改革を今後も進める必

要がある。今年度はコロナ禍の対応として，「学校職員も午後 8時には家庭に居ること」を学校として掲

げ，遅くとも 19時には退勤するように働きかけてきた。出退勤記録を見ても，ある程度の成果は確認で

きるものの，まだ十分ではないと捉えている。子供と向き合う時間とゆとりの確保のため，職員の心身の

健康維持のため,学校経営および運営の工夫を続けていきたい。 

新型コロナウイルス感染症対応関連 

保感染拡大が顕著になってきている。私たちが少しでも感染拡大を抑制できるために出来ることは何な

のかを今一度真剣に考えていただき，徹底的に対策をお願いしたい。 

保コロナにかかった時の対応が早く，子どもたちへの伝え方もとても的確で感謝している。 

保このコロナ渦において，学校生活を維持していくことは大変な労力かと思う。いつもありがたいと感

じる。ただ，今回の感染者発生時の（保護者への連絡）対応については疑問に思った。 まず，学校から

の第一報のメールが，明日の授業参観について という題名だった。 これでは，該当しない学年の保護者

は見ないか，もしくは後回しになる。（私も，該当学年ではなかったため，夕食時間でバタバタしていた

こともあり，恥ずかしながらメールの内容を見たのは翌朝子どもを学校に送り出してからだった。） 学

校のマニュアルには，直ぐに関係機関や学校に出入りしている各団体に知らせるとあるが，関係機関に

保護者は含まれないのか？ 子どもの感染が心配であれば保護者の判断で欠席にさせることもできる，と

あるが，この題名で，全校児童の保護者に伝わったとは思えない。（メール本文も，マニュアルでは教育

委員会の方で作成するとあるので，学校ではどうしようもないかと思うが，非常に曖昧で，保健所の指

導？なにがあったの？とわからないままだった。人づてにようやく知った。） 実際，心配で休ませた家庭

もあると知り，知らないままに登校させてしまった，一体どの学年だろう，同じフロアだったりしたら，



と，不安ばかりの一日だった。 多くの保護者は，ここまで感染が広まっている以上，明日は我が身と警

戒こそすれ，感染した人を誹謗するなどは考えられないと思う。 ただ，正しい情報を元に，親の責任に

おいて，クラスターが起きたかどうかはっきりするまで，子どもを登校させるか，自宅待機にさせるか，

判断したいだけ。 また，親の仕事関係でも，子どもの通う学校で患者が発生した場合，速やかに報告し，

在宅勤務に切り替えるなどが必要になる。 今回は学校からのしっかりとした情報がなかったために，何

も対応が出来ないままだった。 また，第二報の 他の児童は陰性，明日から通常登校とのメールの題名

も，「明日の授業参観について。」これでは，既に授業参観を済ませた学年の保護者は見ない。知らないま

まの保護者もいると思われる。 他に感染者がなかったことは本当に良かったと思うが，今後もこのよう

な曖昧な題名での情報提供では，子どもたちを守りたいがためにかえって色々な情報が飛び交い，それ

に振り回されることになる。実際，感染したのは授業参観が中止になった学年らしいとの噂もあった。 

メール本文の曖昧さを学校ではどうすることも出来ないのであれば，せめて確実に情報が伝わるように，

題名を 全校児童保護者へ連絡です 等，直ぐに見なければいけないと思わせるようなものであってほし

い。 

保先日のコロナウィルス感染対応に関して，情報が曖昧で困った。家庭内での対策や職場への報告の度

合いが分からず困惑した。 我が家での一つ一つの行動を判断するために，感染者の有無，学年までは早

い段階で明確にしていただきたかった。 

保通学中のバスでは密状態が発生している（バス後方に児童を密集させている）という話も聞かれ，新

型コロナ対策については非常に不安視している。都内との行き来が多い地域柄も考慮し，他と横並びで

良しとするのではなく，一歩踏み込んだ対策・対応をお願いしたい。 

保コロナ禍で，通常よりも先生方の負担が増えている中，休校中の学習動画配信や課題配布等の学習の

フォローをしてくださり，感謝している。 ただ，新型コロナ感染症対応で，学校内で感染者又は濃厚接

触者が発生した際の学校の対応に不信感を抱いている保護者の方が多いようだ。 まず，学校からの第一

報のメールや，検査結果の連絡メールの表現がまわりくどく分かりづらい。何が起こって，検査の結果，

どうだったのかがはっきりと書かれていないので，特に外国籍の方で日本語が堪能でない方は意味が何

が起きているか分からないと思う。また，学校からの説明が無いため，兄弟が他の学校に通っている場合

や，習い事，保護者の勤め先などに，きちんとした現状を報告・説明ができずに困った。 個人情報保護

や差別や偏見防止の観点から情報を発信しないというのも理解はできるが，隠し過ぎたがために，返っ

て憶測を呼び，学校全体が他校からの差別偏見を受けてしまいかねない。 また，何の情報も無く，不安

から疑心暗鬼になり，コソコソと噂話で広がってしまっている状況のように感じる。 感染者の保護はも

ちろんだが，出すべき情報は出して，その他大勢の不安を取り除く事も大切だと思う。 急遽授業参観が

中止になったり，登校に不安を感じた児童も多くいたりしたにも関わらず，先生から何の説明も無かっ

たため，きちんと子供たちに説明をして安心して登校できるように寄り添った対応をしてほしい。  

保先日のコロナ感染の件で，感染者のプライバシーを守る一方で，子供達や親がコロナを正しく恐れる

ための情報公開をもう少しして頂きたかった。小学校の連絡メールだけでは，誤情報が飛び交い保護者

達は困っていた。 

保 PCR検査で学級閉鎖した際に，妹が登校は OKだったことについて，家族が PCR検査の対象になった場

合は全員欠席と認識していた。 欠席の基準が緩和されるので有れば，市教委から手紙が出されるべきで

はないか。 



保コロナで大変な中，先生方にこれ以上の無理な負担がかかりませんように，と思っている。 日々色々

あるが，子どもが楽しく学校に通っている事を大変有り難く思っている。 

保シールドやホワイトボードなど，コロナ対策にとても丁寧に取り組んでいると参観の時に感じた。  

保コロナの自宅待機期間中も丁寧に対応していただきとても助かっている。 

評自粛期間の動画配信がとても良かった。担任の先生がどんな先生か良く分かっていなかったので画面

を見ることで安心した。 

評今回コロナの件で１度学級閉鎖になり結果的に大丈夫だったという事だったが他の保護者の意見にあ

ったように学校メールの内容が全く違う事のような題名になっていて，とても大切な事なのにこれでい

いのかな？と思った。“誰がなった”とか大騒ぎになってしまうのを避ける為の対応だったと思うが，実

際に下校途中の児童たちから「検査キットもらってきたー」と大きな声で教えてもらうようなことがあ

った。あいまいな情報で逆にあれこれと，いろいろな憶測がうまれてしまう事もあるのではないかなと

思うと同時に，自分がもし，なってしまった時学校はどのような対応をしてくれるのだろう…と不安に

思った。 

評アンケートにコロナ禍の濃厚接触者や感染者が出た場合の学校の対応について書かれていたが，私も

少し学校メールはあれでいいのか？と不信に思った。いじめ等のいろいろなことをふまえてなのだと分

かった。 

評保護者から批判の声も共感できる反面，学校が一番に子供の事を考えた上での対応であった事がよく

理解できた。 

評今年度はいろいろな行事が中止になってしまい残念だった。そんな中でも体育発表会や修学旅行など

いつもと違う形でしたが行っていただき，子供たちも思い出が出来て良かったなと思う。 

評（資料から）感じたことは，小学校と保護者が同じ方向を向き一緒に頑張ってきたこと。多少の行き違

いがあっても，児童を見守る姿にはとても温かいものを感じた。コロナの緊急事態臨時休校を乗り越え

て，子どもにとって小学校の大切さを再確認した。 

評保護者の方にお願いしたい事は，学校やまわりにお願いをするのではなく，まずは子どもにしっかり

対策をして欲しいと思う。 

評コロナウィルス感染症対策の一年間，校長はじめ，教職員は本当に厳しい毎日を過ごしていると思う。

この厳しい状況はまだまだ続く。子どもたちのためにも，まずは先生方には健康に過ごして頂きたい。 

考本校のコロナ対応に際し，教育委員会との連携のもと，当初起案した文面よりも公開する情報を曖昧

としたことは確かにあった。しかし，結果として特定の児童や家庭に対する差別や偏見が発生せず，本校

保護者の方々の配慮のお蔭で無事に収まったことから，最悪の事態は避けられたと安堵を感じたことも

事実であった。当時は，ある保護者が指摘されているように「感染した人を誹謗するなどは考えられな

い」かといえば，他の自治体のことで報道されていた不幸について考慮したとき，御指摘いただいた御家

庭の温かい心情とは異なる反応が生じる不安から，より慎重に対応すべきと判断した。だが，少ない情報

の中で保護者が不安を強くしたという事実も真摯に受け止めたい。御迷惑や混乱を与えてしまった家庭

には心よりお詫び申し上げるとともに，よりよい対応が講じられるよう，誠意努めてまいりたい。 

職コロナ禍の制限の中で，できない活動が生じている。 

職今年度は，コロナウイルス対策でできなかった行事等があるので，来年度は，どのように行うのか話

し合ったほうがよい。 



職教員の共通行動の徹底。 消毒は毎日階段を行う，トイレの便器は教員がやるなど，決まったことをし

っかりと行わないと困る。 

職週案等を活用して計画的に指導に当たる。 コロナの対応で定着仕切れていないものについては今後も

継続して指導していく。 

職コロナ禍だが，様々な行事をさせて頂きありがたいと感じている。 

評今年度休校からのスタートという誰も経験したことのない状況の中，忙しい所，各学年の先生方が動

画配信をしていただいた事で，子どもたちも嫌がることなく学校再開もスムーズにできた。 

評登校している子供達を見ると，皆マスクを着けソーシャルディスタンスを保ち以前とは違う様子でも，

元気よく，本当に良く頑張っているなと感心する。習志野市内学校全域においてあまりクラスターが発

生しないのは，お互いの日々の努力がなせるものだと思っている。又，行事を行う際にも細心の注意と準

備にいくら時間があっても足りないなか子供達の学習面でのサポート（カリキュラムおくれについて）

もいつも通りに行かず大変だったと思われる。 

ただ緊急事態宣言が解除されたとしてもこの生活様式はしばらく続くと思われ，気を抜く事のない様に，

大人も気をつけて子供達に生きていくすべを教えるチャンスなのではないかと感じている。 

大人の不安は子供も見抜くと思うので，しっかりとした意識で教えていきたいもの。 

評（資料から）この 1年間の貴学の教職員，生徒，保護者の皆さんの苦労がよく伝わってきた。1年分の

教育活動はたいへんな量であり，それぞれの準備と質の確保は大変だったろうと推察する。例年と異な

る状況下で，多くの児童を抱え学校経営に当たらなければならなかった教職員の努力と苦労を心より労

いたく思う。 

評 1 年間の評価・考察に加えて，見いだされた課題についての具体的な対処方針を明示化するところに

実施の意義があると思う。そのような利用がなされることを期待する。 

 

終わりに 

直接に対面し話し合って議論を展開することが難しかった今年度であったが，学校職員は少人数のブ 

ロック会で検討を重ね，学校評価委員会の方々からは学校評価や学校だより等の資料をもとに御意見 

をいただき，まとめを行った。今年度多くの意見があった新型コロナウイルス感染症への対応へは，苦 

労の連続であったと感じざるをえない。職員も，辛いとか，この子供たちが可哀そうとの思いも抱いて 

きた。しかし，自然災害や疫病は人類が過去に繰り返し経験してきた事象であり，避けることはできな 

い。このような困難な時でも，またそのような時だからこそ，私たちは子供たちに困難を乗り越えて幸 

せに生きていく力を養わなければならない。 

改めて今年度を振り返った時，児童は大人の心配を覆し大きく成長する姿で応えてくれた。コロナ禍 

であっても，やはり児童にとってはかけがえのない大切な１年であったと感じる。今できることを，精 

一杯行って成長できること，それは長い人生を生き抜く真の力となると，子供たちが実感させてくれ 

た。 

本年度の学校教育を支えて下さった保護者，地域，関係各位の方々に感謝し，次年度も変化に対応し 

 子供たちの成長を支えられる学校でありたいと決意を新たにしている。引き続きの御支援，御鞭撻を， 

この紙面をお借りしお願いしたい。 

 


