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【評価の実施から教育計画の立案までの流れ】 

日  時 項  目 内  容 

１１月４日（木） 

運営委員会 

学校評価提案 学校教育評価（添付資料）について提案する。

（本案） 

１１月２４日（水） 学校教育評価（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３日（金） 令和３年度学校評価提出 

（職員） 

今までの実践を振り返り，個人で反省しグーグ

ルフォームで回答 

１１月２９日（月） 

～１２月３日（金） 

児童アンケート実施 

（グーグルフォーム） 

タブレット端末を使ってこの期間に児童へのア

ンケート実施 

１２月１０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

を配付する。 

１２月１７日（金） 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をする。 

（確認メール配信） 

１月７日（金）  評価，反省のまとめ 職員アンケート・児童アンケートをまとめた資

料を職員に配付 

１月１４日（金） 評価のまとめ開始 校務分掌に基づき，各担当者が反省事項に目

を通し，改善できるものについて考えておく。

必要に応じて，教頭・教務に相談する。 

１月１８日（火）・２０日

（木）・２４日（月）・２７

日（木）２月３日（木）・

８日（火） 

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～３月上旬 学校関係者評価委員会 新型コロナウイルス感染症拡大防止対応のた

め，今年度は書面のやり取りにより実施。 

３月２日（水） 教育計画全体会 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  山本 真紀 

  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３年度 PTA本部役員  大塚 一朗  矢木 友香  羽部 奈々  林 直子  梅田 有紀 

 

 

 

 



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 
・「よく出来ている」という肯定的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「よく出来ている」の評価を選ぶ割合が他者の評価と比較して低く，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，保護者や職員と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存在する傾向が本校でも表れている。 

・昨年度から，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。さらに今年度からは

児童への学校評価も１人１台貸与しているタブレット端末を使い web回答に変更した結果，ほぼ全員の回

答を得られた。保護者から寄せられた回答の総数の割合は昨年度より高くなっている。教職員からは８割

以上の回答を得られ，前年度と比較すると回答率がかなり上がった。 

 

 

保担任の先生のとても優しく丁寧なご指導に感謝しています。夏休み前に休み中の過ごし方を書いたプリントを

配ってくれたり，オンライン授業のスムーズさ，普段から端末に親しめるようにたくさんメッセージを送ってくださっ

たりと，きめ細やかな対応が子供に安心感ややる気を与えてくれていると感じます。教室では姿勢の良い子を褒

め合うような習慣があり，他人の良いところを見つけるとても良い習慣だと思います。 

保子供の様子をよく見て下さり，きめ細かい対応していただいて，いつも本当に感謝しています。 

保担任の先生が子供達のことをよく考えていてくれて，下校の際の見送りの時も一緒に遊んでくれて，娘は毎日

学校に行くのがとても楽しみの様です。学校のことやクラスのことも沢山話してくれる様になり，私も学校の何か

をお手伝いさせて頂きたいな，という気持ちになり，来年度の PTA 副会長に立候補させて頂きました。やはり，

親が子供の小学校の生活に興味を持ち，小学校と関わり合っていくことが大事だと思います。 

保特別支援学級は指導日数が多く確保されており，満足しています。 

職「学校に来ることが楽しい」と思ってもらえるよう，授業と学級経営の両面から改善を行いたい。具体的に

は，児童の意欲を高められるような導入の工夫と，児童同士の仲が深まるようなグループエンカウンターの

実施を積極的に行いたい。 

評習志野市教育委員会の議事録を閲覧しましたが，谷津南小は令和 8 年頃にバス通学が約 600 人，となると
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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



全校児童 1000 人時代がやってくる可能性があります。これは文科省の適正規模・適正配置に関する手引きで

いう「過大規模校」にあたり，校長・教頭先生においては難しい舵取りになることに懸念があります。考察（概要

版）においては，コロナ影響で実施できなかった行事やハイブリット学習の難しさが職員の数値低下につながっ

ているとコメントありましたが，「コロナ禍」のせいで「児童数増」の問題が隠れてしまい，いつか来る収束後には

“「コロナ禍」影響で実施できなかった”行事が，“「児童数増」影響で実施できなかった”となることが心配です。

個人的にはコロナ前と同レベルの行事は現時点でも無理と予想しています。PTA 活動でもコロナ収束後復活で

きるよう，中止した行事について引継いでいますが，リセットして考えなければいけないでしょう。 

評職員からすると，リモートで授業をする機会が増え，直接生徒と触れる機会が減る事により指導の不自由さか

らストレスフルになっていると思われる。また，保護者はリモート授業やタブレットの扱い等，自分達の経験から 

想像がしづらい環境に子供達が置かれている事に対して理解が及ばない事や，不慣れな事による不安が募っ

ているものと思われる。一方，子供からすると比較対象が無く今の環境が普通であり，特段不満が増える事も無

いという事かと思われる。 

評コロナ禍で学校行事や通常の学校生活さえままならない状況で，親としては物足りなさを感じているが，子供

達はそこまで不満や物足りなさを感じていないことに少し安心した。コロナ禍でもストレスを感じることなく過ごし

てほしい。先生方の評価が低いが，コロナ禍でできる限りの対応をして頂いて感謝している。 

評子どもの85％が「よく」あるいは「だいたい」充実していると回答しているので若干安堵しましたが，残りの15％

は優位な数かと思います。フォローする必要があろうかと思います。 

評職員の評価では５人に１人ができていないとの評価です。これは大切な数値だと思います。令和２年度に比

較し，できていない原因は何か検討が必要だと思います。 

評コロナ禍でも子供たちの半数以上が「よくできている」と回答しており，先生方の御尽力のおかげと感じた。 

評先生方の御苦労を察し感謝したしております。 

考 学校としては，本来行われていた行事が従来通り行うことができず，子供たちには申し訳なく思う半面，

限られた条件の中で，できうる限りの方法をその都度考え，何度も会議を行いより良い方法を考えてきた。

児童増加も視野に入れながら，行事の精選及びその内容を今後も検討を重ねていきたい。 

 

 

保同じ学年で宿題の量やクラスでやっている事などかなり違いもあり，○組はいいな～というのを何回か聞いた

りしました。私もどう話したらいいのかわからず･･･その辺がもう少し学校から説明やお話があってもいいのかな

と思いました。 

職指導の基本的な技術や教材研究に充てる時間をしっかりと確保することができていなかった。やるべきことや
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2．学習面において基礎・基本の定着が図られている
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やらなくてはならないことをより整理し，自分の中で優先順位やこだわりたい点を大切にできるように時間を作る

ことを意識していきたい 

職教材研究や授業準備の時間を多く確保できるよう，効率良く仕事ができるよう工夫していきたい。 

職もっと小まめな対応や，個に応じた指導ができたと思う場面もあった。やるべきことややらなくてはならないこ

とをより整理し，自分の中で優先順位やこだわりたい点を大切にできるように時間を作ることを意識していきたい。 

職情報の共有，報・連・相について，時間の確保が必要。研修・臨時的な面談等を計画的・効率的に行う。 

職学年会の充実（学年会の時，全員が揃うことが少なかった。揃って話し合いができるようにしてほしい。） 

評同アンケート項目５，６の授業の準備に関して，毎年５年生の社会の授業の一部として校庭の田んぼでイネづ

くりの体験学習を地域活動でお手伝いしていると思っています。毎年新たに５年生の担任になられた先生に前

年度の取り組みが引き継がれていません。新型コロナウイルス感染症の感染拡大期間中は子どもたちが密接，

密集する授業はできないと思いますが，平常時に戻ったら，この授業の取り組みは５年生から４年生に手紙を書

いて伝えていただくなどして谷津南小の縦割りの特色ある学習活動にしていただけるとお手伝いする側としてう

れしく思います。 

評我が娘が国語の音読をタブレット PCに音声記録して Teams で先生に共有しているところを見て感動しました。

（アナログだと怠けていてもバレない課題ですが確認する仕組みができていることに驚きました） 

クラスによって違いはあるかもしれませんが，タブレット PCの活用度合いは素晴らしいと思います。 

評タブレットの活用やリモート授業の実施等，未だ試行錯誤しながらという中で満足の行く指導が出来ているの

かについては職員としても不安が高いものと見られる。児童側もノートに自分でメモを取るというスタイルからタ

ブレットに移行してきた中で勉強した実感を得られづらくなっているのではないかと思われる。 

評昨年度は漢字ドリルのミニテストを定期的にやっていただき，漢字はしっかり覚えられていたと思う。 

今年度はそれがなくなり，きちんと覚えられていないと感じる。学校全体で漢字や計算などは定期的にミニテスト

を行い，学んだことがきちんと習得されているか確認する機会をもっと増やしてほしい。  

評閉鎖や体育を前のようにできないなど制限による限界があるのでしょうか。 

評コロナ禍でオンラインなど様々な学習法がメジャーになっている中，大人数が教室で同じ授業を受ける，同じ

体験をすることはとても貴重なことだと再認識した。 

考 宿題については，学級によって実態が異なるためすべて同じにすることは難しいが，学年会などで宿

題の量や内容については話し合いをしている。あまりにも差が出ないよう留意していきたい。イネづくり等新

しい学年に引き継ぐ事項については，リスト化し確実に伝達することとする。タブレット端末については，メリ

ット，デメリットを集約し，子供たちが効果的に活用できるよう校内での組織（ICT 教育環境整備プロジェクト

委員会）で話し合い，推進していく。 
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3．「聴く」力が身についてきている
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評職員として，学校での集団授業の際は全体を俯瞰しながら様子を確認できる状況であれば良いが，Teams を

使用したリモート授業時では全体を一様に見渡す事ができず，且つ通信状況等で見えたり見えなかったりという

事も多々発生する事から，判断が難しくなっていると思われる。 

評子供の評価は高いが，親の評価がそこまで高くない結果となっているのは，わが子を見ても納得ができる。た

だ聴くだけでなく，それから自分で考え，行動を起こせるようにまでなってほしい。 

評聞く力が少し向上してきていますので，さらに伸ばす取り組みをお願いします。 

評学年が上がっていくことでできてくることを実感しています。 

評相手の目をきちんと見て聴く習慣を身につけてほしいです。 

考日頃の授業や朝・帰りの会など，教育活動全体を通して，最後まで話を聴くことは非常に重要なことだと捉え

ている。普段から，聴いていなかったら教師が話すのをやめて指導を入れたり，なぜ聴くことが大切なのかその

意味を発達段階に合わせて子供たちにわかりやすく説明したりしていく。 

 

評書き方・書道の活動も活発にやられているとお見受けします，書く活動については現状で十分だと考えていま

す。 

評タブレットの活用機会が増えた事で文字を書く機会が自然と減っているため，「書けるようになった」という 

感覚が得づらくなってきているのは致し方無いものと思われる。タブレットの活用が今後更に増えていくと想定 

される一方で，意識的に書かせる機会を増やしていく必要があると考える。 

評日記帳が配られているが，先生によって日記の宿題の頻度が大きく違う。 

先生も返事を書くのが大変だと思うが，もっと日記を書く頻度を増やしてもいいのではと感じる。 

評書き順にそって書くという系列運動が重要だということは研究でよくわかっていますので，手で書くことの重要 

性は大切にしなければならないと思いました。 

評前年と比較しあまり伸びていません。このような時期だからこそ書くことが伝えることにつながっていくと思いま

す。 

評書くことは大事です。年に数回程度，読書感想文を図書委員会に提出するようなことは行っているのでしょう

か。 

評国語力，漢字はとにかく書かないと身につきません。タブレットでは定着しないと思います。今の子は，鉛筆で

紙に書く機会が圧倒的に少ないように思います。 

評タブレットとの併用は難しいことと思います。 

評タブレットが活用されても実際にノートに書く作業はきちんと確保していただきたい。 

評友達，親や兄弟に手紙を書く機会があればよい。授業のお手伝いをした時，児童の皆さんからたくさんの御
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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



礼のお手紙をいただき心が温かくなりました。 

考読書感想文については，普段の学習の中に取り入れたり，長期休み中の課題として取り組んだりしている。

学校として，鉛筆を使ってノートに書くということの意味や価値については十分理解している。これからもノート指

導を継続し，字形を整え正しい筆順で書くことを大切にしていく。また，タブレット端末へのタイピングについても，

次世代を生きる子供たちにとって必要なことでもある。目的に応じて使い分けていきたい。 

 

職発問について，達成したいめあてをもう少し具体的にし，教師主導ではなく，子どもたちから引き出してい

くことを常に念頭において指導する。教師が話しすぎないで待つことが大切。 

評考察（概要版）においては，児童の数値が令和 2 年度と比べ多少落ちているとありましたが，保護者として参

観日等で拝見している限りは，むしろ逆で力がついているように見受けられました。推測ですが，数値が落ちて

いるのは，出来る子とそうでない子の差が開いているのかもしれません。 

評職員・児童共に，登校していれば休み時間等にも話す機会が自然と増えるものの，リモート授業では授業時

間以外に話す機会が持てない事からコミュニケーション能力の向上を図る事が従前に比べて難しくなっていると

思われる。「書く」力と異なり，宿題等で補完できるものではない事から，如何に会話の機会を増やす事が出来る

かが大きな課題であると思われる。 

評授業参観などでは，多くの子が元気に発表できていると思った。 

評クラスを数グループに分け各グループでテーマを決め順番に発表する機会を設けたらどうでしょうか。 

評コロナ禍もありますが，発言の機会を増やせるといいと思います。インプットしたものをアウトプットする機会を

ぜひ作ってほしい。難しく考えず，話す時間を少しずつ作れるといいと思います。 

評リモートでの意見を出したり，話をしたりすることは，勉強や思いを伝えることが上手な子に偏りがちになり，大

人数だと難しいこととお察しします。 

評話す前に声を出す，相手に聞こえるトーンで話すことが，できればよいと思います。 

考コロナ禍ではあるが，パーテーションで区切りながら，できる範囲で話し合い活動を行った。従来通りの

話し合いの場を設定することができないことが多かったが，今後も社会情勢を見極めながら，話し合い活動

を大切にしていく。また，学期ごとに対話力アンケートをとり，子供の話す力がどれだけ伸びているか把握

する。 

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



 

保読書 1000ページの旅についてページ数を稼ぐことに意識が向いてしまいます。「あらすじノート」や「感想

ノート」を作って１冊読んだら 1 ページにまとめたり，各自のおすすめの本を紹介する機会を作ったりして，

内容を深く理解することに重点をおいた方が良いのではないでしょうか。丁寧に本や文章を読むことが出来

る子になって欲しいです。 

保せっかく本に興味を持ち始めているのになかなか新しい本を貸りることができないので，図書室の本をい

つでも借りられる状態にしてほしいと思います。 

評家で過ごす時間が増えた事から本来的には本を読む時間の確保は容易になったものと思われるが，逆に昨

年に比べてポイントを落としている模様。学校では本を読むが家では読まない，といった事もあるかもしれない。

また，タブレットの導入により，従来であれば本を読んでいた時間がタブレットの操作に変わるという事も想定さ

れるが，まずは実態の把握が必要と思われる。 

評同じように育てている兄弟でも本を読む量には大きな差がある。家庭でも図書館で興味がありそうな本を借り

てきたりするが，本を読まない方はなかなか本を読む習慣がつかないので，頭を悩ませている。本に親しむきっ

かけになるような機会を学校でもたくさん作ってほしい。 

評令和２年度とあまり変わらないということですが，感染症禍前と比べて上がったのか下がったのかということが

興味深いところです。 

評前年と比較し，保護者，職員の評価が下がっています。話し合うことができない，少ない分，しっかりと読むこ

とをして自分を表現することにつながる取り組みが大切だと思います。 

評図書室に自由に出入りできる日が早く来てほしいです。 

評昨年より，評価が下がっていることが気になります。読書の量を競うのではなく，読書を楽しむ様子が見られ

ることが大事であると思います。時には，朗読をされて毎日少しずつ物語を聞くことは，子供がお話を読むことへ

つながると思います。 

評子供たちは内容よりもページ数を競っているように思えます。 

評学校司書の先生とお話させていただく機会があったが，子供たちの人気の本や子供たちに読んでもらいたい

本のことなど熱心に教えてくださった。学校側の努力を感じた。 

評大人でも絵本を読みます。絵本は幼児の本との概念は捨てて御指導願います。 

考今年度は，緊急事態宣言やまん延防止等重点措置，大規模改修工事等があり，業間休みや昼休みに

図書の貸し出しを行うことができなかった。来年度は，社会情勢を見ながら，できる範囲で休み時間にも貸

し出しが行えるよう検討していく。 
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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



 

保天気のいい休み時間は，タブレットをいじるのではなく，外で遊ぶように促してほしい。 

職コロナ対策で，休み時間の時間が短く，昼休みは片付けで終わってしまう。見直しをお願いしたい。 

評項番１と同様に，“「コロナ」の影響で，外で遊ぶことへの制約”が，数年後には“「児童数増」で，外で遊ぶこと

への制約”に置き換わらないか，，本当に心配です。業間休みや昼休みの時間を多くとっていただくことは良いこ

とだと思います。全校児童に占めるバス通学と徒歩通学の比率は今ちょうど半分半分くらいですが，翌年度は

バス通学が多数派（400 人越え）になります，バスの時間にも配慮をお願いしたいです。以前１，２年生にミニ運

動会を PTA で開催していたようですが，仮に来年復活させると周辺小学校（秋津，袖ヶ浦西，向山）の全校運動

会以上の規模になる等々，谷津南小ばかりに児童数増の負担が偏っている気がします。先生方の負担は重くな

るばかりではないでしょうか？解決に特効薬はないと思います，然るべきところで念入りにアピールしていただき

たいです。 

評休み時間の使い方という観点で，前項とも共通するが，従来外遊びに使われていた休み時間がタブレット操

作に変わっている可能性が考えられる。また，コロナの影響で行事が減ってしまった事も，行事を目的に運動に

取り組むといったモチベーション維持の機会が減った可能性も考えられる。 

評コロナの影響で外で遊ぶ時間や機会がだいぶ減っていると感じる。業間休みや昼休みの外遊び，体育の時

間を楽しみにしているので，学校でも体を動かす時間を増やしてもらえるといいと思う。 

評休み時間が短すぎる。昼休みや業間はもう少し時間をとれるとよいのですが。毎朝走る習慣をつけると基礎

体力がつくと思います。 

評業間休みや昼休みに広い校庭で自由に動き回れることが大事だと思うので，来年度の時間の確保に期待し

ている。 

評冬でも半そでの体操服姿をフェンス越しに見ていつもエールを送っています。グランドできびきびと用具を準

備している上級生に感心して頼もしく思っています。 

 

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。来年度は，業間休みの時間を長く設定し，毎週水曜日は，

ロング昼休みを設け，子供たちの運動する機会を保証する。 
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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



 

保いつもありがとうございます。日々色んな係活動に対して責任をもち前向きに取り組んでいる様子が見ら

れます。 

職清掃では，静かにという点で学校を動かすことができなかった。 

職清掃の仕方を実践して指導を行い，静かに掃除を行うことの意義を伝える。 

評 PTA 活動で何度か校門前に立ちましたが，朝の挨拶は皆さんよくできていると思います。校舎内で在校生と

すれ違っても，大きな声で挨拶をされました。本当に素晴らしいと感じました。 

評保護者の数値が上がった一方で，職員の数値が１割落ちている。保護者と一緒にいる機会が増えて実際に

子供が挨拶する姿を目にする機会が増えた一方で，職員の側がそれを確認する機会が減ったという可能性が

考えられるが，挨拶の大切さを都度説いていく，保護者・職員の側から積極的に挨拶をする事で習慣付けを図っ

ていくことが必要と思われる。 

評校門前で挨拶運動をしたが，思ったほど挨拶が返ってこなかったのが残念だった。 

ただ，校舎内ではたくさんの子が元気に挨拶をしてくれるので，場所や相手にかかわらず，挨拶ができるように

なってくれるともっと良いと感じた。 

評職員の評価は１０ポイント近く伸びている。この伸びたことを大切にし，さらに伸ばし行動できる子供たちにな

るようにお願いします。 

評子供たちは挨拶をきちんとしてくれます。きちんと立ち止まり，正面を向いて頭を下げてくれる子もいます。 

評 PTA 活動で 4 月と 1 月にあいさつ運動をした際，4 月の方が挨拶を返してくれる子が多かった。継続的にあ

いさつ運動等で啓発していくことが大切であると感じた。 

考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。子供の行動が学校内

と校外，家庭で普遍的なものとして習慣づくよう家庭・地域・学校が連携を図り，子供たちを育てていく。 
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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
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児童

保護者

職員

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



保他の子より社交性が低いうちの子のために色々と考え，対応してくださってありがとうございます。身に

つくまでに時間がかかるため一部の項目は家でも学校でも身についてはないので評価を低くさせて頂きま

した。身に付けばしっかり守ろうとするので引き続きご指導頂きたくよろしくお願い致します。 

評昨年度から特段の変化は見られないが，タブレットの使用時間やリモート授業の機会が増えるにつれて直接

的な人との関わりが減っていくにつれ，相手の表情から思いを読み取ったりする事を経験する機会が減ってしま

う事が懸念される。道徳の授業を活用する等，対策を検討頂く必要があると思われる。 

評子供のいじめアンケートを見るといじめまではいかなくともお友達を馬鹿にしたり，心無いことを言いったりす

る子はやはりいると思うし，わが子もお友達を傷つけていることもあると思う。保護者や教職員，周りの大人で見

守り，そういう場面を目にしたときは都度，相手の気持ちになって考えることの大切さを伝えなければならないと

感じる。 

評縦割り活動をもっと増やせるとよいと思います。 

考縦割り活動については，今後のコロナ感染者数を見極めながら検討していく。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が多かった。

それでも子供たちは，できる範囲の中で期待に十分に応えてくれた。今できることに一生懸命に取り組むこ

とをこれからも大切に指導していく。 

 

保児童にもヘルメットを貸与，被って帰る訓練があると有難いです。また子供達に，青信号でも油断しない，

道路でも急に，車や自転車と衝突しないよう，走らず周囲観察するような教育があると助かります。正門直

ぐ出た処の見通しが悪く，カーブミラーや伐採，標識があると嬉しいです。 

職バスの時刻に合わせての下校が厳しい。もう少し時間を遅らせてほしい。 

評今は大丈夫かと思いますが，数年後，運動場が過密になり，けがが発生する懸念はございます。そのうち使

用時間や活動内容を制限（ボール遊びは禁止など）され，結果として体力テストの低スコアという形で児童の運

動能力の課題が表面化するのではないかとの懸念はございます。 

評職員の「よく出来ている」が昨年のゼロから１０％まで増えている。昨年が偶々選択されなかっただけなのかど

うかは分からないものの，コロナの影響で児童が自ら気を付ける習慣がついてきたと想定される。コロナが明け

ればその以降も習慣として根付かせていくことが良いと考える。 

評コロナの影響もあり，感染予防という点では子供たちも病気に対する意識が高まっていると感じる。 

登校時の安全面では，バス通学の生徒が年々増えている為，マナーや安全の点で不安がある。 

大雪でバスが大幅に遅延したときは，寒さの中，子供たちが 1 時間近く列に並んでいる状況を学校は把握して

いないのか，安全整理員さんが学校と連携して状況を伝えていないのか疑問に思った。 
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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



評職員の評価が伸びているのはよいことです。 

評子供たちが６割はよくできているとの回答で少し安心なような複雑な気持ちです。それでも，日々対策に尽力く

ださっている先生方には感謝しております。 

評朝のバス停混雑対策のため駐車場を借り待機場所を確保いただき，問題に一歩前進したと感じた。 

評バラ園の駐車場に早朝から大型の作業車が入ることがあります。通学路を横切るので注意してほしい。 

考児童数増加に伴い，運動場の遊び方やルールについては，校内の組織（体力向上委員会）で検討をし

ていく。この１年間，子供たちはコロナ対策のルールを守り，病気にかからないようみんなで意識を高めよう

とする姿が見られた。また，大雪でバスが大幅に遅延したことについては，大変申し訳ございませんでした。

安全整理員や職員から連絡があり，教育委員会に問い合わせたが，すぐには対応できないとのことであっ

た。京成バスにも今後このような事態にならないよう要望した。 

 

保担任の先生，校長先生や教頭先生，教科の先生など，どの先生も子どもを一生懸命見てくださっている

という安心感の元，学校生活が送れています。事務室の先生も，丁寧に電話対応をしてくださるので，安心

して学校に連絡をすることができます。 

評クラス数増に伴い，これから新任の先生も増えていく中，各先生の負担が大きくなってきていることと察します。

PTA としても先生の負担軽減を優先した運営としていきたいと思います。 

評特段大きく変化が無いものの，職員の負担を考慮しつつ IT ツールを活用したオンライン相談等を検討頂くと

効果があるのではないかと思われる。 

評先生方も日常の業務に加え，コロナ対策に追われて忙しそうであるため，気軽に相談するのは申し訳ないと

感じる。相談すればいつも丁寧に対応してもらえる。 

評気軽に話すことや触れ合うことができにくい状況ですが，コミュニケーションをとる手法をさらに講じる必要が

あると思います。 

評担任の先生へ連絡帳でやり取りしたり，学校に相談したりすることは，敷居を高くは感じていません。皆さんが

気軽に意見を交わせる場，掲示板のようなものがあるとよい。（管理が大変ですね） 

評担任の先生によってかなり違っているのではないかと思います。 

評教員の人材不足で，常に先生方は忙しく一人一人の児童と向き合うのが難しいのではと感じた。 

 

考平日，担任や学校への相談は連絡帳や電話等を通じて７：３０～１８：００の間で応じている。職員にも家

族や私生活があるため，それ以外の時間は学校の携帯電話で教頭が対応している。また，学校ホームペ

ージには，メールアドレスを掲載しているので，そちらでも随時相談は受け付けているので活用してもらい
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児童

保護者

職員

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



たい。 

 

保ペーパーレス化も理解できるが，献立表は紙で配布してほしい。 

保給食の献立表は，紙での配布に戻してほしいです。献立表は，毎朝確認するものなので，，，それか，せめて

パスワードをもう少し簡略化してほしいです。（すみません，アナログ人間で，毎回手間取ります） 

職もっと地域との連携を意識した声かけや指導をするようにしたいです。 

職学級通信を発行していないので，電話対応や保護者面談で児童の様子を伝えられるようにしたい。 

評小学校の運営に地域住民がお手伝いできることがあれば，適切に情報発信していただければお手伝いをし

てくださる方はもっとたくさんいると思います。「12.学校や学級の情報がわかりやすく伝えられている」の職員の

76％，保護者の 63％くらいまでが「良く出来ている」，「大体できている」というのは，地域住民の立場から見ると

少し高すぎる評価です。学校と地域の連携，協働は古くて新しい課題だと思いますが，自治会，町内会活動が

低調なこの地域だからこそ「地域で子どもたちを育てる」という視点で地域の人材を活用することで，多忙な先生

方の負担を少しでも減らせないものかと思っています。 

評保護者の「よく出来ている」が増加した一方で，「大体出来ている」が大きく減っている。 

コロナ感染が始まってから約 2 年が経ち，学校側も試行錯誤して頂いてきた中で徐々に IT ツールを活用した情

報発信の方法が学校側でも定まりつつあり，アクセシビリティの向上が好意的に受け止められている部分があ

る一方で，保護者の中でも IT リテラシーのバラつきが大きいと思われる事から否定的な反応も出ているものと

想定される。 

評授業参観や学校行事に参加する機会がなくなり，情報も伝わりにくくなっていると感じる。先生もお忙しいとは

思うが，学級だよりを作ってい頂けると，親としてはクラスの様子が分かってありがたい。 

評前年に比較し保護者の評価が下がっています。情報伝達は基本です。何をどのように伝えるのか何を伝えて

ほしいのかニーズも含め検討が必要だと思います。 

評プリントが減ったのは，管理上ありがたいですが，PC を開くひと手間が，週プログラムを見過ごしたりすること

にも。親側の意識を変えていかなければなりませんね。授業参観をオンラインで見られるようにするのはよいと

思う。 

評学年だよりや学校だよりで知ることができますが，今の状況では，子供からいろいろ聞かないとなかなかわか

らないと思います。 

評保護者が実際に学校へ行く機会が少なくなってきた分，ホームページ上で学校生活の様子を知らせてもらえ

る機会を増やしてもらうことに期待する。 

考年度途中からペーパーレス化を図り，電子化を進めている。学級だよりや週プログラムを次年度はできるだけ
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保護者
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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



発行するよう教員に伝えていく。また，次年度中に連絡メールが新しくなる予定である。連絡メールに添付ファイ

ルを付けられるようになるため，携帯端末から週プログラムや学年だより，献立表が開けるようになるので整備

が整うまでお待ちください。 

 

保和式トイレの改善を希望（トイレに行けないと言っている）。 

保昇降口から放課後児童会へ向かう通路が雨天時に大きな水溜まりだらけになるので，排水等を改善してもら

いたいです。 

評 PTA活動で，古いトイレの掃除をしたが，やはり子供の手だけではきれいに保つのは難しいと感じた。 

保護者で掃除するのにも限界があり，トイレが改装されて新しくなってもきれいに保つには定期的に業者の手が

入ってくれるとありがたい。生徒の増加により，教室やスペースが足りないと感じる。 

クラス数もギリギリに減らされるのは，教室不足によるものなのか，教職員不足によるものなのか分からないが，

１クラスの人数が多く，教室もぎゅうぎゅうで，先生の目も行き届くのか不安がある。 

評大規模改修工事をしていただき，トイレは子供たちに大好評です。早く全員が気持ちよく過ごせるようになると

よいですね。 

考昇降口から放課後児童会へ向かう通路が雨天時に大きな水溜まりだらけになる件については，昨年度から

教育委員会に改善の要望を出している。用務員が中心となり，石や砂を入れ整備している。東校舎については，

トイレ・床・外壁・内装・窓などかなり改善された。令和４‣５年度で，西校舎及び埋蔵文化財室の大規模改修工事

を予定している。工事期間中は，御不便をかけることもあるが，御理解いただきたい。 

 

 

評職員の「あまり出来てない」の増加が顕著となっており，自らの目が届きづらくなっている事を危惧されている 

様子が窺われる。脱コロナ後の新しい教育環境を想定した対策について，足下から検討を進めて頂く事に期待

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

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

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

保護者

職員

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



したい。 

評いじめアンケートの実施などで記載内容によっては先生もフォローして頂いているようで，安心している。 

ただ，職員の評価で２５パーセント近く「あまり出来ていない」となっているのが気になる。対応する時間がないの

か，経験不足などからくるものかを見極めて対応する必要があると感じた。 

評職員の極めて低いという判断に驚きました。なぜ低いとお答えになったのかという回答があれば具体的な⽅

策に結びつくと思いました。ぜひ，双⽅向の情報交換のできる研修がなされればと期待します 

評職員の評価が下がってきており，再度内容も含め，どのように取り組むのか明らかにしていくことが大切に感

じます。 

評子供たちが自分の思いを気軽に話せるような対応ができているのでしょうか。 

評「よくできている」という回答の先生方の％が思ったより少なかったです。忙しい中で，もっと何かできることが

あるのではと思ってくださっているのでしょうか。児童の回答の中で，からかわれているようなコメントがあり，そ

の声がきちんと学校に届いているように願います。 

評先生方にも余裕をもって一人一人の児童を見守ってもらえることに期待する。 

評習志野市社会教育課が管轄する「人権擁護委員会」では，いじめに関する研修も開催されています。児童た

ちと一緒に考える場面づくりに重点を置いています。次年度，時期も考慮し一度社会教育課に連絡することも一

案です。 

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。次年度は，教職員のいじめ対応の研修や教育相談の研修を行うとともに，

いじめ撲滅キャンペーンなど児童会活動を通して取り組んでいく。 

【教育の連携について】 

保とにかく給食の量が少ないそうです。もっとボリュームを増やして欲しいです。 

保持ち物等の連絡が割と直前なのが困る（家になかったりすると買いに行かなくてはならないが，働いているの

で買いに行く時間がないと準備ができない為）せめて一週間以上前に連絡してほしい。 

保担任の欠席に対しての対応が遅すぎるのではないですか。それなりの理由があるにしても，説明や対応が無

かった事に残念に思います。 

保お世話になっています。おかげさまで毎日楽しく学校に通っているのですが，担任の先生が体調を崩されお

休みが続いた時に，学校から何も連絡がなく子どもから「今日も先生休みだった」と聞いて知りました。先生に聞

いて欲しいことがあっても「代わりの先生だから言えない」と言っていて，どうしたらよいのだろうという時期もあり

ました。個人のことなので，詳しく知らせるのは出来ないのかもしれませんが，もう少し早い時期に 1 度保護者に

向けて何らかのお話があっても良かったのでは･･･と思います。 

保少し言葉がきついと子どもが言っております。お一人でたくさんのお子さんを指導しておられるので，とても大

変な業務だということは重々承知しております。もう少し子どもに寄り添った言葉がけをしていただけると助かり

ます。 

保担任が不在の日々が続き，まともに授業を受けられなかった期間があまりに長く，このままでは教育を受ける

権利が侵されているのでは とさえ，最終的に感じました。その期間，自習？も多くなるせいか，子供がパソコン

の充電を擦りきれるばかりに使い込み，帰宅してきます。どうやら，タイピング練習ならしてもいいと言われてい



たようで，しかし，タイピングの中身は，対戦型ゲームそのもので，ほぼゲームをしに学校へ行っている状況でし

た。今までは学校での話をよくしてくれた子でしたが，ほとんどありませんでしたので，少しかわいそうに思いまし

た。 

保担任が変更になる前は学習の進度が心配でした。遅れをとっているような気がしていましたが，担任が変わっ

てからは順調だと思いますが，逆に多少ペースが早いと思うこともあります。学校での学習計画もありますので，

そこは柔軟に対応して頂ければとは思います。学校へは楽しく通えています。引き続きよろしくお願いします。 

保回答がしづらい設問がありました．１．教示文のゆらぎ：プリントには，「保護者の方から見たお子さまについて

該当する項目を回答...」，ウェブには，「お子さんや学校があてはまると思われる選択肢をおえらびください」．子

どもについてなのか？学校についてなのか？２．設問の主語（主体）が不明瞭：2-11は子ども，12は学校，13は

情報が親に？子どもに？14-15 は学校の理解でよいか？３．１設問２内容：12「気軽に相談できること」と「親身

に対応している」ことは別．４．選択肢は「できている〜できていない/わからない」よりも「そう思う〜ややそう思う

〜どちらとも言えない〜あまりそう思わない〜そう思わない」の方がより適切？ 

保一年生前期の通知表，空欄と○のみ，という但し書きをつけてほしい。前はあったのになくなったのは何故で

しょうか？それを知らない子どもが初めての通知表なのに落ち込んで帰ってきて可哀想でした。 

評本アンケート資料・記述意見を拝見して，PTA主催で校長先生または教頭先生と保護者の意見交換・ヒアリン

グの場を定期的に設けてもよいかと感じました。（もちろん参加者は絞らないといけませんが） 

一般的にも PTA は不要な活動が多いと言われ嫌われていますが，意見を伝えることができるという点において

は存在価値があると考えております。次年度以降で設定検討できれば幸いです。 

評児童数の急激な増加に対して，子供たちにしわ寄せがいかないか不安に感じる。バス通学については，すで

に限界がきているのではないかと思う。２年前にはバス通学に関する意見交換会のような場があったが，また開

催してほしい。これらの問題に学校や市が何か対策を検討しているのかどうか知る機会がなく全く分からない。 

考学校評価アンケートについては，よりわかりやすいものへと変更していく。年度途中で担任が変更せざるを得

なくなってしまった点については，大変申し訳ございませんでした。次年度は，このようなことの無いよう，教職員

の健康管理やメンタルヘルスにも気を遣い再発防止に努めます。また，１年生の前期の通知表については，説

明が足りず申し訳ございません。評価の付け方についてわかるよう文章化致します。 

【行事，カリキュラム，時程関連】 

保習志野市の他校に比べ行事が少ないのではと思う。緊急事態宣言が解除されたのに， 

保コロナ禍ということもありますが，マラソン大会・授業参観等，中止の判断が早すぎると感じました。周辺の学

校はやっていたりしましたので，臨機応変に出来るだけ実施をしていただきたかったです。マラソン大会二年連

続中止は，，，何ができない理由だったのか子供に説明ができませんでした。 

保スケジュールがもう組み込めず学校も先生方も大変だと思いますが，感染者数が少ないうちに，感染対策し

ながら学校行事を少しでも卒業までにやってほしいです。お別れ音楽会は，とてもうれしいお知らせでした。 

考いつ感染者が増加し，子供たちの健康が脅かされるかわからない状況の中，命が最優先されるという考えの

もと，中止をせざるを得ない行事が出てしまったことについては，御理解いただきたい。児童増加に伴い，校内

のマラソン大会については，学年ごとに日を変え，記録会方式で実施する方向で検討中である。 

 



【タブレット端末関連】 

保パソコンを毎日持って帰るのをなんとかしてほしい，ランドセルが重すぎるので，ランドセル症候群になりかね

ない… 

保自然に親しみながら，楽しく通学することができており，感謝しております。パソコンを毎日持たせるのは，今

までランドセルが重く成長の妨げになっていると問題視されていたことが，完全に無視されていると感じています。

大人でも試しに持ってみると，とても重く感じ，一年生にはそこまでしなくてもと思いました。導入してから一年た

ちますので，持ち帰らない日を作ったり，その際の保管場所など，考慮して頂けたらと思っています。 

保タブレットの毎日の持ち帰りをやめてほしい。月曜，金曜に荷物が増える傾向なので，大きな持ち物を持たせ

るときは，荷物を分散出来るよう余裕のある期間を設けてほしい。（荷物が多すぎ，雨の日は傘もあるので登下

校が危ない） 

保タブレットをもっと活用してほしいです。 

保先生方には，このコロナ禍で安全に安心して子どもたちが学校生活を送れるよう，大変苦心し努力いただい

た１年だったと思います。臨機応変に対応いただきありがとうございます。リモート授業を楽しみながらも，やはり

先生や友達に会えない寂しさを経験し，直接顔を合わせて対話する心地よさ，楽しさを認識できたと思います。

南小の子どもたちには，これからもコロナに負けずに元気に成長していってほしいと思います。一保護者として

見守りできる協力をさせていただきます。 

保ずっと意見しておりますが，PC の毎日の持ち帰りを廃止してほしいです。谷津小等のように月曜に持ってきて

学校で金曜日まで保管等にしてあげてほしいです。もしできないのであれば理由をきちんと手紙などで報告して

欲しいです。（こういった意見自体がきちんと話し合いがなされているのか不明確な為）いつ確認テストをするか

知らせてほしいです。それに備えて教科書を持ち帰らせて理解度を家庭でも確認したい為。ご検討のほど，宜し

くお願い致します。 

保 AI やオンライン授業など子どもの発達を阻害するものでしかなく，人との触れ合い，経験(成功・失敗など)の

積み重ね，子供の成長は全て実体験により促されます。将来的な影響も不明ですし，AI の普及により行く行くは

教師の職もなくなりますので今のうちに弊害をよく理解されるとよいと思います。また，データ管理をローカライズ

できない（RCEP 発足で）ので個人情報も全く守られません。推進している習志野市に対しても不信感しかありま

せん。 

評コロナ禍での手探りでの学校生活も２年目を迎え，親も子も少しずついい意味でも悪い意味でも新しい生活

様式になれてきました。先生方も対策を色々と工夫し，学級閉鎖でも学びが止まらないように考えてくださってい

ることを実感しています。Teamsでクラスの様子を少しうかがい知れるのは，参観が少ない中楽しみでした。口少

ないこの保護者の方にはフォローや工夫も必要ですが，オンライン参加できるのはよいと思います。 

評毎日持ち帰ることについては，検討することは必要かと思いました。できれば基本的には学級や学校管理が

望ましいです。習志野市の見解を伺いたい。 

考タブレット端末を毎日持ち帰る代わりに，極力教科書やノートの持ち帰りを減らして対応しているところです。

今後，タブレット端末に，デジタル教科書やドリル等をインストールし，家庭学習に生かしていこうと検討している

ところですので，御理解ください。 

 



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タブレット端末についての意見については，重く受け

止めている。今後も教育委員会と連携を取り，子供たちにとって使いやすいものとなるよう検討を進めていく。 

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。 

 


