
 

 
 

 

            

 

 

１０月に学校評価アンケートをお願いしましたところ、保護者（95％）の方より回答がございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 質 問 事 項 今年度ポイント 

１ 
学校は、学校だより・学級だより・ホームページ等で学校の方針や学校生活の様子などを、保護
者に分かりやすく伝えていますか。                            （子どもの様子） 

3.33 

２ 学校は、災害や事故などを未然に防ぐ「安心で安全な学校生活」に配慮・努力していますか。（安心安全） 3.43 
３ 学校は、悩みや思ったことを相談しやすいよう丁寧な対応をしていますか。   （家庭連携） 3.17 

４ 
学校は、保護者の皆様が授業運動会等を参観する機会を設けるなど、開かれた学校にしようとし
ていますか。                                          （公開） 

3.51 

５ 
教科担任制（２年生以上の音楽と書写・３年生以上の理科・４年生以上の社会科や図工・家庭科
など）３年生以上の少人数指導は有効ですか。                       （専門的な授業） 

3.65 

６ 学級担任は、電話・連絡帳・家庭訪問等で家庭との連絡・連携を適切に行っていますか。（家庭対応） 3.34 
７ 学級担任や教科担任は、確かな学力を子どもたちに身につけさせようと熱心に指導していますか。（熱心な指導） 3.34 
８ 学級担任や教職員は、子どもたちの間違った行動に対しきちんと指導していますか。    （生徒指導） 3.32 
９ 教職員は、子どもたちに温かな声かけや接し方をしていると感じますか。    （温かな教育相談体制） 3.43 

10 
学校は、子どもや保護者の悩みや困りごと（いじめ含）等を相談した時に積極的に対応している
と思いますか。                           （いじめへの対応） 

3.25 

11 お子さんは、授業が楽しく分かりやすいと言っていますか。      （分かりやすい授業）） 3.19 
12 お子さんは、学校へ行くのを楽しみにしていますか。              （楽しい学校） 3.33 

13 お子さんは、温かい言葉や丁寧な言葉遣いや返事ができますか。         （言葉遣い） 2.83 
14 お子さんは、家庭や地域であいさつができていますか。            （あいさつ） 3.30 
15 お子さんは、家庭での学習が定着していますか。               （家庭学習） 2.88 
16 お子さんは、早起きをし、朝ごはんを食べて登校していますか。      （生活リズム①） 3.58 
17 お子さんは、テレビやゲームの時間等を決めリズムある生活を送っていますか。（生活リズム②）  2.69 
18 お子さんは、自分で次の日の準備をし、忘れ物もありませんか。         （自己管理） 2.88 
19 お子さんは、お手伝いや自分で身の回りの整とん等、自分の仕事や役割をきちんと行っていますか。（家族の一員） 2.81 

あらたまプラン推進校 

「元気なあいさつの響き合い＝愛 を家庭・学校・地域へ広げあらたまプランの推進を目指します」 

校報 川辺東小学校 12月 
令和２年１２月１日 

学校教育 

家庭教育 

Ｒ2年度学校評価 



お忙しい中、学校評価アンケートにご協力いただきましてありがとうございました。 

 コロナ渦の中、学校教育にご心配の点もおありかと存じますが、感染予防対策を大前提に心身

の健康管理や教育活動にご理解・ご協力いただきありがとうございます。 

 子どもたちが毎日笑顔で楽しく学校生活が送れるように常に考えてきたこと、保護者の皆様の

ご理解とご協力の下で活動が進められたことが、評価につながったことを大変うれしく感じます。 

また、記述ではたくさんの貴重な意見やご感想をいただきました。全職員ですべて読ませてい

ただきました。紙面の関係上、皆様の声を一部抜粋して記載させていただきました。 

 

《学校評価アンケート結果を受けて》 

【学校教育】 平均は、「3.３6」（4 点満点中） 

 

 
 

 

（生活全般） 

・大勢の 1年生ですが、細やかに見ていただけて感謝しております。先生と直接お話しする機会

はないですが、便りや子どもからの話で、友達に対する声掛けや自分を守る行動について学ん

でいることがわかり、勉強だけでなく、たくましくなっているのがわかります。 

・自分で考えようとする力を身につけ、次に何をしたらよいか、考える力が出てきたと思います。 

・学校だよりやメールなどで、予定など分かりやすく知らせてくださいます。 

・心配事や相談事で連絡する時には、先生方が親身に聞いてくださるのでありがたく安心してい

ます。先生たちの雰囲気が良く、とても温かく話しやすいです。良いところもダメなところも

教えてくれるのがありがたいです。また、子どもが困っていることに耳を傾けてくださり、本

人も解決できてすっきりしていました。 

・まだ 1年の半分くらいしか学校に行っていないけれど、担任の先生以外の先生方が、自分の子

どものことを知っていてくださることが安心し、うれしく思います。たくさんの児童さんのこ

とを見てくださっているんだと感じました。 

・新型コロナウイルスの影響により、様々な対応が大変だと思うが、学校・先生方は良く運営・

指導していただいています。また、今年はコロナで授業日数が少ない中、他校と違って川辺町

は、早くから登校が始まり親として授業の遅れがすごく不安だったことが少し軽減されました。 

・今年はコロナの影響で様々な活動が制限される中、参観日や運動会の実施など、子どもたちの

学校生活を見られる機会を無くさないでもらえて大変ありがたかった。運動会が行われない学

校が多い中、短い時間でも、子どもががんばって練習してきた姿が見られてうれしかったです。

今年の運動会はコンパクトでとても良かったです。親だけというのも人が少ない分、集中して

観ることが出来楽しめました。そして、運動会では、感染予防の対策をいろいろと考えて開催

してくださりありがとうございました。 

・大雨予報や雷が鳴っているのがわかると、すぐ学校待機にしてくれることは、とても助かりま

す。大丈夫でしょうと帰されて途中で何かあると思うと、親は心配なので続けて欲しいです。 

どの項目も昨年度より良い結果で、概ねできていると評価していただいて
いると感じています。 



▲1 年生の宿題の量が多いかな？と感じますが（ほかの上の学年と比べると）、他の学年が少な

すぎるのかもしれませんが、先生によって宿題の量が違うという話も聞きます。一方、宿題は

すぐ終わってしまうため、もっとできる子用に課題を出してほしいです。 

▲呼び捨てで名前を言う子がいるので、呼び捨てで名前を呼ばないようにしてほしいです。 

▲コロナの影響であらたま参観が、今年はまだないです。一斉に参観日に保護者が見に行くので

はなく、あらたま参観のような好きな（気になる）授業を見に行きたい。 

▲新しい学年になってから子どもの学校生活や勉強などどんな感じなのかちゃんとわからず、今

迄みたいに短時間でもいいので担任の先生と個人面談が出来たらいいと思います。（電話だと

なかなか難しいところもあるので）コロナの事で面談などがないため、学校での話がしたくて

もあまり聞けていないので、子どもの様子・学級の様子など先生とも話を聞きたいです。 

▲コロナもあって、学校のことがわかりにくいし、学級通信もあまり出ないです。今年は、子ど

もの顔を見て大丈夫と思っています。 

▲学校での様子が伝わってこない。コロナの休み後、現在どのくらい遅れを取り戻してきている

のか、年度末までにどこまでもっていくのか、知りたい。 

▲運動会（練習も含め）熱中症を心配しています。開催時期をもう少し涼しくなってからにずら

してはどうでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（授業・教科担任制・少人数指導） 

・先生の学習指導がとてもいいと、子どもが言っていました。自分が間違えたところをすぐ答え

を教えるのではなくて、２、３回は「もう一回自分で考えて！！」という感じで、自分なりに

考える時間を与えてくれるのが良いと言っていました。ゆっくり自分なりに考える時間を与え

るのはいいことだと思う。 

現状と令和３年度に向けて 

☆宿題の出し方は学年に応じて量を考え、全校で相談して決めています。 

基本（毎日）・・・音読（金曜日は「うち読」）・漢字ドリル・計算ドリル・自主学習

（3 年生以上）・日記（週に 1回）・時にはプリント等 

＊量が少ないと感じた時は、自主学習の量を増やして積極的に取り組みましょう。 

  家庭学習の時間＝学年×１０＋10 分間 ・・町内統一 

＊学習できる環境で机に向かって集中して取り組みます。 

☆行事について 

 例年：学期ごとに参観日、1 学期（2 学期）に個人懇談会、運動会は町内同一日 

   今年度は、1 学期「分散参観日」（午前午後）、2 学期（12 月）個人懇談会、 

３学期の参観日も分散して行う予定です。詳細の案内は 1 月頃に配付予定です。 

来年度も、社会状況や文部科学省の指示に応じて行事を削減したり制限したりす

る場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。出来る限り状況に応じて

出来る範囲内で実施していけるように努力していきたいと思っています。 



・勉強が難しくなってきているみたいですが、先生にいつでもわからないときは聞いてね！と、

声をかけてもらったみたいで、子どもも親も嬉しく思います。 

▲他地域に比べ、授業量が少ないのではないかと思う。 

 

（その他） 

・挨拶運動のファイルではなく、プリント出す方がいいです。 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
【家庭教育】 平均は、「３.００」（4点満点中） 

 

 
 

 

 

 

（全般） 

・自分から進んで課題を取り組むようになった。 

・家の手伝いも積極的に行えるようになった。 

・学校生活が楽しいのか、いろいろと話をしてくれます。雰囲気がいいことを子より感じていま

す。 

・自分で宿題、学校準備等は、自己責任で行うことが出来ている。そつなく学校生活して、送っ

ているのだと思います。 

▲登校時、全体としてあいさつの声が小さく、一般の人には聞こえていない。 

▲年齢に見合ったゲームとの関わり方で、定期的に本人と確認していきたいです。 

▲ゲームとの関わり方は、定期的に家族内で見直し、話し合いで約束事を決めていこうと思いま

す。 

現状と令和３年度に向けて 

☆授業の進捗状況と時数について 

   昨年度の未履修学習と今年度の学習の進捗状況については、担任より 12 月号の

学級通信で詳しくお伝えします。このまま順調にいけば、3 月迄にはすべての学習

を修了できる見込みで、各学年とも計画的に進めているところです。 

   授業時数は、文部科学省から発令されている時数に沿って日々行っていますので

少なくはないです。むしろ、6 時間授業を増やしたり行事が削減されたり精選され

たりした分、今年度の授業時数は多くなっています。（今現在 11 月末迄の時数） 

☆ＰＴＡあいさつファイルについて 

1月に行うＰＴＡ研修委員会で、あいさつファイルについて話題にします。 

家庭での過ごし方においては、昨年よりよい結果がでています。保護者の方々
が基本的生活習慣を大事にして、毎日学校へ送り出してくださっていることがわ 
かります。ありがとうございます。 



▲ゲームとの付き合い方が、高学年になると反抗もあり、なかなか難しいと感じます。 

▲コロナの影響で、春休みからそれまで時間を決めてゲームやスマホの時間を作り、出来ていた

ことがだらだらと出来なくなってしまった。完全に依存しています。両親は仕事で不在、外出

は自粛していたため、自由にさせていたことからこうなってしまい、前のような生活に戻るこ

とが難しい生活になっている。 

▲ゲーム・YouTubeの時間制限ができない。一言注意をすれば、「うるさい」「うざい」「だまれ」

と。休日は、朝食も食べずにゲームが始まり数時間続くのもあたり前。ゲームとの付き合いが、

依存に近いものがあります。お手伝いも頼めば「えー、無理」と、役割をもちたがりません。 

▲高学年の一員として、家でも役割でお手伝いが出来るようになるといいですが。「無理」と拒

否ばかりです。あまり家で、手伝ってくれないです。 

▲いわれなくても、宿題をする姿勢を身につけて欲しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と令和３年度に向けて 

☆丁寧な言葉遣いと「先がけあいさつ」のできる子の育成 

学校では、「さん付け」で名前を呼ぶ約束になっております。気になる言葉遣いを耳

にした折にはその都度指導しています。また「ほかほか言葉」キャンペーンなどの取り

組みを通して、相手を思いやる言葉を使う意識も育てています。言葉遣いは、家庭や地

域、学校が一丸となって取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

あいさつについては、PTA や児童によるあいさつ運動を家庭･地域と学校で一緒にな

って取り組んできました。今年はマスクを着用し大きな声を出さない風潮の中で、挨拶

が少なかったと思います。今後も家庭や地域でのあいさつ、通学班の仲間同士でのあい

さつを自分から進んでする『先がけあいさつ』ができるよう指導を続けていきたいと思

います。 

☆規則正しい生活リズムと我が家の情報モラルルールとは 

規則正しい生活を送ることは、とても大切なことでご家庭の協力あってこそ健康で楽

しく過ごすことができます。各家庭の生活リズムに合わせて、「何を大事にして、こだ

わっていくのか」を意識して、ぜひ、今後も継続していきたいと思います。お願いしま

す。 

 ・早寝早起き・朝ごはん。 

 ・テレビやゲームなどの利用時間を決めて過ごす。（「ＫＭＳ９運動」を意識していく。） 

 ・家族の一員として任せる仕事（お手伝い）をつくるなど。 

 

   ※お忙しいところ恐縮ですが、何よりも家族の見届けが大切です！ 

健康チェックカードやアンケートなど、ご家庭に負担をおかけしておりますが、 

お子さんの成長のために ご理解・ご協力ください。よろしくお願いします。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月/日 曜 行  事 

12/1 火 東小いのちの日 縄跳び運動開始 

２ 水 にこにこ遊び  委員会 

６ 日 第３回資源回収 予備日１３日（日） 

９ 水 
にこにこ遊び 

職員研修のため一斉下校 １５：０５ 

１０ 木 クラブ 

１４ 月 個人懇談 1年生のみ（～１６日） 

１５ 火 大掃除週間(～18日)   

１６ 水 にこにこ遊び  委員会 

１８ 金 大掃除    一斉下校 15:20 

２１ 月 
６年生食育 

個人懇談  一斉下校 13：40（～24日） 

２３ 水 にこにこ遊び 

２５ 金 ２学期終業式 給食あり 一斉下校 14:45 

１２/２６（土）～１/３（日）冬休み 

 

 

  

 

1/ 4 月 ３学期始業式 一斉下校 10:50随行指導 

５ 火 身体測定(１年～３年) 

６ 水 身体測定（４年～６年）  

１２ 火 東小いのちの日 

１３ 水 にこにこ遊び クラブ 

１４ 木 地区委員会 19:00～（反省） 

２０ 水 委員会 

２１ 木 家庭学習強化週間(～2/10) 

２７ 水 クラブ 

２８ 木 

R3年度の地区委員全員集合 19:00～ 

選考・広報・研修・本部委員会 19:30～ 

（反省・Ｒ3年度の学級委員選考集計） 

２９ 金 なわとび記録会  

12月行事予定 

お知らせしている行事は、今の段階での予

定です。今後、他の行事との調整で追加・日

時変更等がある場合があります。最新の情報

は、各学年からのおたよりでご確認くださる

ようお願いします。 

＊終業式は放送で行います。 

＊午前中 ４時間授業 

   給 食 

５時間目：   通学班会 

１４：４５  一斉下校  

お子さんの学校での学習や生活全般の様

子をお伝えしたり、ご家庭での様子をお聞

かせいただいたりして、交流を深める充実

した時間していきたいと思います。 

１５分間という短い時間ですが、ご多用

のところ恐れ入りますがご都合をつけてい

ただきご来校ください。 

【期 日】 

1年生 児童数が多いため期間が違います 

１２月１４日（月）～１６日（水） 

１５：１０～１６：３０ 

１２月２１日（月）～２４日（木） 

   １３：５０～１６：３０ 

2年生以上 

１２月２１日（月）～２４日（木） 

     １３:５０～１６:３０ 

 

働き方改革のため、１６:３０までとさせて

いただきますのでご理解ご協力をよろし

くお願いします。 

来校の際、下記の点をお願いします。 

  ①各家庭で検温をしてくる。 

  ②マスク着用 

 ③スリッパを持参 

1月行事予定 

１２月２４日（木）までに、令和３年度の地区役員を

選出します。出来るだけ高学年より選出してください。

すでに過去にやっていただいた方もみえるかと思いま

すが、よろしくお願いします。 
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