
 

 

 

☆ 学校教育目標 「よく学び、よく遊び、協力し合う琴田っ子の育成」 

☆ めざす児童像 「進んで学習する子」 「思いやりのある子」 「健康で明るい子」 「喜んで働く子」 

        発行責任者 校長 櫻井良敬 

 

  

学校評価へのご協力ありがとうございました。調査結果について 

ご報告いたします。 

 

◆はじめに 

１ めあて 

学校評価は学校が、児童・学校評議員・保護者・教職員に対して実施している意識調査です。 

現状に対してどのような意識をもっているかをアンケートなどの方法で調査を行い、この結果

を基に今後の学校経営の改善の視点や基礎資料としていくものです。 

本校では学校教育目標に準じた様々な項目を日常生活の意識と行動の両面から考えられるよう

設問し、その具現化に関する取組の意欲や満足度などを達成度としてとらえようとしています。 

これらの調査結果は、学校評議員会や学校だより、ホームページなどで公表していくことにな

っています。 

 

２ 結果と考察 

 結果（達成度）については、次のように出しています。 

設問ごとに、「評価４＝よく当てはまる、評価３＝やや当てはまる、評価２＝あまり当てはまら

ない、評価１＝まったく当てはまらない」の４段階から選択をしてもらいます。 

評価４から評価１のそれぞれのデータ数を割合（％）とし、評価４と評価３の割合の合計を「肯

定的意見」と見るものです。８０％を越えた場合を十分達成できているととらえています。 

評価結果から、成果と課題となるところが見えてきます。校長として、反省すべき点と同時に

学校経営の改善の視点も浮かんできます。これらを基礎資料として、来年度の教育課程について

具体的な内容と方法、工夫を考えていきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

結果は以下になります。 

１ 琴田っ子学校評価（集計グラフ）                     １ 

２ 琴田っ子学校評価の結果の考察と今後の対応                ２ 

３ 保護者の学校評価（集計グラフ）                     ３ 

４ 保護者学校評価の結果の考察と今後の対応                 ４ 

５ 自由記述について                            ５ 

  

 

旭市立琴田小学校  児童数１４５名 

№１３  令和３年３月１２日（金） 
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１ 琴田っ子学校評価                             
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1  学校・学級の目標を知っている （上学年

のみ）。

2   毎日の授業は、楽しい 。

3   授業中、先生の話はわかりやすい。

4   本 を 読 む こ と が 好 き 。

5  宿題や自主学習などの家庭学習に、進ん

で取り組んでいる。

6   心のこもったあいさつや、時と場に応じた

言葉づかいを心がけている。

7    友達のいやがることを、言ったりやったり

しないように気をつけている。

8  友達と活動するよさや、自分のよさを発見

することができた。

9   休み時間や体育の時間など、進んで体を

動かしている。

10   早寝・早起き・朝ご飯・歩き登校に取り組

んでいる。

11   身支度を整え、協力し合ってそうじをして

いる。

12    係活動・委員会活動で、進んで活動して

いる（上学年のみ）。

13   交通事故・不審者に気をつけた登下校、

感染症の予防をしている。

14    学校生活は、楽しい 。

15    学校のきまりや、やくそくを守って生活し

ている。

16  いやなことや困ったときは、先生に話して

いる。

17  身の回りの整理整頓を心がけ、ごみは拾

うようにしている（上学年のみ）。

18   自分と違う考えや行動をする友達も大切

にし、共に活動している（上学年のみ）。

19   学習用具や生活用具、学校への提出物

を忘れずに持ってきている。

20   学校の行事は、楽しい （上学年のみ） 。

琴田っ子 学校評価

評価４ 評価３ 評価２ 評価１
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２ 琴田っ子学校評価の結果の考察と今後の対応                 

番号 項目 № ふりかえること
評
価

１ 学校の目標 1
学校・学年・学級の目標（がんばること・教

室前面）を知っている。 〇

2 毎日の授業は、楽しい。 〇

3 授業中、先生の話はわかりやすい。 〇

4 本を読むことがすき。 △

5
宿題や自主学習などの家庭学習に、進んで

取り組んでいる。 〇

6
心のこもったあいさつや、時と場に応じた言

葉づかいを心がけている。 〇

7
友達のいやがることを、言ったりやったりしな

いように気をつけている。 〇

8
友達と活動するよさや、自分のよさを発見す

ることができた。 〇

9
休み時間や、体育の時間など、進んで体を

動かしている。 〇

10
「早寝・早起き・朝ご飯」や「歩き登校」を意

識して、取り組んでいる。 〇

11
紅白ぼうしをかぶって、友達と協力しながら、

そうじをがんばっている。 〇

12
係活動・委員会活動などで、自分の意見を

発表したり、進んで活動したりと、熱心に取り

組んでいる。
△

６ 安全 13
交通事故や、不審者に気をつけた登下校、

手洗い・マスク着用などの感染症の予防をし

ている。
〇

14 学校生活は、楽しい。 〇

15
学校のきまりや、やくそくを守って生活してい

る。 〇

16
いやなことや困ったことがあるときは、そのま

まにしないで、先生に話をするようにしてい

る。
△

17
自分の机の周りや教室内など、きれいに使

おうと気をつけ、ごみが落ちていたら、拾うよ

うにしている。
△

８
ちがいを認め

合う 18
自分とちがう考えや行動をする友達のことを

大切にして、いっしょに活動している。 〇

19
学習用具や、ハンカチ・かっぽうぎなどの生

活用具、学校への提出物を忘れずに持って

きている。
〇

20
学校の行事や、家の人が参加する行事（授

業参観・学校公開など）は、楽しい。 〇

　昨年度に比べ、評価４が１５％増えました。今後も、個性豊かな他者とかか
わり合って学ぶことができる機会を多くしていきます。自己存在感や受容と共
感を実感できる場を多くつくっていきます。

　肯定的な回答が１６％増えました。評価も〇になりました。連絡帳の記述や
配付物を通して学校からの情報を自分なりに理解し、準備ができるようになっ
てきました。忘れ物ゼロを目指します。

　上学年への質問です。昨年度に比べ、評価４が減りました。コロナ禍で十分
な活動ができませんでした。次年度は、子どもたちの自治的活動や創意工夫
を生かした活動をしていきます。

結果の考察と今後の対応

　子どもたちとめざすスローガン
　　　　「　よく学び、よく遊べ！、そして、助け合う　琴田っ子！　」

　上学年（４・５・６年）への質問です。「琴田っ子のめざすスローガン」として、
ポスターにして各教室に掲示しています。これからも、学校と保護者、琴田っ
子が心を一つにしてめざす学校づくりを進めます。

　評価４が１８％増えました。そうじは、子どもたちが「自分の力でがんばれま
す」という心のバロメーターであると考えています。そうした気持ちときれいな
学校をめざし一緒にがんばっていきます。

　上学年への質問です。課題が見えました。今後も、「自分の判断と考えで行
動できる」という自律をめざし、自分で「感じ、考え、行動する」場を多くつくって
いきます。

　「自分の命は自分で守る」という防災や感染症対策への意識が高いことは
嬉しいことです。これからも危険の回避等について理解させ、状況に応じた行
動や自己管理能力を高めていきます。

　めざす児童像にある具体的な子どもたちの姿が見られるよう、これからも楽
しい学校づくりをしていき、子どもたちが生き生きとし活力あふれる学校にして
いきます。

  きまりを守って生活しているという規範意識が高いのは嬉しいことです。この
規範意識は、規則を教えるだけでなく、集団の中で人間関係を深めることで
育成されます。これからも人とのかかわりを深めます。

　課題が見えました。今後も、担任だけでなく、他の教職員と悩みや不安を安
心して話ができるようにします。また、子どもの気持ちや本音を引き出せるよう
共感的に対応します。

７ 学校生活

９ 家庭との連携

琴田っ子

２
進んで学習す

る子

３
思いやりのあ

る子

４
健康で明るい

子

５ 喜んで働く子

　上学年への質問です。課題が見えました。今後も、学級や学校の生活をよ
りよくするための積極的な行動ができるよう学級活動での活動内容を工夫し
ます。また、子ども同士協力し合えるようにします。

　昨年度に比べ、評価４が１２％増えました。今後も子どもたちの学習に対す
る興味関心を高め、互いの考えを話し合い、自分の考えを高める主体的な学
習に取り組んでいきます。

　昨年度に比べ、評価４が１１％増えました。これからも、わかる授業の展開
に心がけ、基礎的・基本的な知識・技能の習得に努めていきます。

　課題が見えました。読書賞の受賞者は増えています。今後も、朝読書やレ
ベルアップブック、読み聞かせ、読書賞を通じて読書に親しむ気持ちを育成す
るとともに、個々の取組への支援を行っていきます。

　子どもたちは、家庭学習や宿題に進んで取り組んでいるという意識が高い
です。この気持ちを生かして、自主的に取り組む気持ちを育てていきたいと思
います。

　あいさつは快活さや明るさのバロメーターであることを伝え、心をつなぐ実践
にしていきます。また、自主性と社会性を養うために、実践のふり返りを通し
て自分たちを見つめ直していきます。

　子ども同士をつなぐ仲間づくりを行うことやいろいろな人との出会いを大切に
するためには、他の人のことを考える気持ちをもつことが大切になります。これ
からもこの気持ちを育てていきます。

　昨年度に比べ、評価が〇になりました。これからも、子どもたちが互いの考
えや立場を尊重し、理解し合い、励まし合う人間関係づくりを推進し、自己肯
定感や自尊感情を高めていきます。

　昨年度に比べ、肯定的な回答が１１％増えました。体を動かすことが好きな
子どもは、生活意欲も学習意欲も高くなります。これからも、よく遊び、よく運
動する子を育てていきます。

　歩き登校の子どもたちが増えました。今後も「早寝・早起き・朝ご飯・歩き登
校」を進め、活力ある子どもを育てていきます。また、車で来ても、途中から歩
くなど意識を変えていきます。
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３ 保護者学校評価                              
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1    学校は、保護者に学校教育目標やその達成を目指す

方針や取組をわかりやすく伝えている。

2    子どもの学習への取組はおおむね満足できる。

3    学校は、確かな学力を身に付けさせるために、熱心に

取り組んでいる。

4     子どもは、読書の習慣が身に付いてきている 。

5    学校は、家庭学習を身に付けさせるために、家庭と連

携して取り組んでいる。

6  自分から、心のこもったあいさつや時と場に応じた言葉

遣いができる。

7   子どもは、道徳的な考えやマナーやルールなどが身に

付いている。

8  学校は、体験活動や児童会活動を通じて、豊かな心の

育成に熱心に取り組んでいる。

9     子どもは、体力の向上をめざし、歩き登校や外遊び、

運動に取り組むことができる。

10   学校は、健康維持・増進のために家庭と連携して取り

組んでいる。

11   子どもは、年齢・性別に関係なく、いろいろな人と関わ

り、ともに活動することがよくできている。

12   学校は、子どもの主体的に活動する態度をはぐくむた

めに、熱心に取り組んでいる。

13      学校は、危機管理（不審者・交通事故・防災・感染症

対策など）の意識向上のために取り組んでいる。

14  子どもは、学校へ行くことを楽しみにしている。

15     学校は、基本的な生活習慣（時間を守る・言葉遣い・

態度など）への指導を適切に行っている。

16  学校は子どもの悩みや相談に適切に対応している。

17  学校の施設や環境は、教育の場にふさわしく、清潔で

整理整頓され、安全が行き届いている。

18  学校は、特別な支援が必要な子どもに応じて、個別の

支援や指導などを実施し、熱心に取り組んでいる。

19  学校は、学校の様子がわかるように便りや連絡帳、懇

談会などで情報を伝える努力をしている。

20  学校行事やPTAにかかわる行事（授業参観・学校公開

・懇談会など）は、満足できる。

保護者 学校評価

評価４ 評価３ 評価２ 評価１
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４ 保護者学校評価の結果の考察と今後の対応                  

番号 項目 № ふりかえること
評
価

１ 学校教育目標 1
学校は、保護者に学校教育目標やその達成

を目指す方針や取組をわかりやすく伝えて

いる。
〇

2
子どもの学習への取組はおおむね満足でき

る。 △

3
学校は、確かな学力を身に付けさせるため

に、熱心に取り組んでいる。 〇

4
子どもは、読書の習慣が身に付いてきてい

る。 △

5
学校は、家庭学習を身に付けさせるために、

家庭と連携して取り組んでいる。 △

6
自分から、心のこもったあいさつや時と場に

応じた言葉遣いができる。 △

7
子どもは、道徳的な考えやマナーやルール

などが身に付いている。 〇

8
学校は、体験活動や児童会活動を通じて、

豊かな心の育成に熱心に取り組んでいる。 〇

9
子どもは、体力の向上をめざし、歩き登校や

外遊び、運動に取り組むことができている

る。
〇

10
学校は、健康維持・増進のために家庭と連

携して取り組んでいる。 〇

11
子どもは、年齢・性別に関係なく、いろいろな

人と関わって、ともに活動することがよくでき

ている。
〇

12
学校は、子どもの主体的に活動する態度を

はぐくむために、熱心に取り組んでいる。 〇

６ 危機管理 13
学校は、危機管理（不審者対応・交通事故

防止・防災対応・感染症対策など）の意識向

上のために取り組んでいる。
〇

14
子どもは、学校へ行くことを楽しみにしてい

る。 〇

15
学校は、基本的な生活習慣（時間を守る・言

葉遣い・態度など）への指導を、適切に行っ

ている。
〇

16
学校は、子どもの悩みや相談に適切に対応

している。 〇

17
学校の施設や環境は、教育の場にふさわし

く、清潔で整理整頓され、安全が行き届いて

いる。
〇

８ 特別支援教育 18
学校は、特別な支援が必要な子どもに応じ

て、個別の支援や指導などを実施し、熱心に

取り組んでいる。
〇

19
学校は、学校の様子がわかるように、便りや

連絡帳、懇談会などで情報を伝える努力をし

ている。
〇

20
学校行事やPTAにかかわる行事（授業参

観・学校公開・懇談会など）は、満足できる。 〇

　保護者との教育相談や校内教育支援委員会をもとに、子どもの教育的
ニーズに応じた支援を行うとともに、家庭との共通理解を図り、学校全体で
指導方法の工夫改善を図っていきます。

　学校から積極的に情報（学校・学年だより、連絡帳、ホームページ、保健
だより、PTA広報誌等）を発信し、教育活動への理解を図り、開かれた学
校づくりに努めます。内容の充実を図ります。

　これからも授業参観・学校公開・行事等を通じて、家庭や地域に、本校の
教育活動への理解をしてもらうよう努めていきます。また、日程やそれぞれ
の内容の工夫改善をしていきます。

７ 学校生活

９ 家庭との連携

　今後も、歩き登校や休み時間の遊びや体育の授業、体育的行事等で計
画的・継続的な運動に取り組ませ、自己の体力が変わったことが実感でき
るとともに、粘り強い心を養うようにしていきます。

今後も、「早寝・早起き・朝ごはん・歩き登校」を推奨し、家庭と連携して、う
がい・手洗いの励行や健康衛生の日常化に努めていきます。

学校教育目標
よく学び、　よく遊び、　協力し合う　琴田っ子の育成

保護者アンケート

２
進んで学習す

る子

３
思いやりのあ

る子

４
健康で明るい

子

５ 喜んで働く子

　学級の中での学習や生活においていろいろなグループを作っての活動
や委員会活動、行事や児童集会での縦割り活動を通して、個性豊かな友
だちとかかわり合って学ぶ機会を増やしていきます。

 自分から仕事を見つけたり、自分の役割を考えた上で学級や学校に必要
なことを実行したりする場を設定し、今後も主体的に活動できる態度を養っ
ていきます。

　これからも不審者対応・交通事故防止・防災等、状況に応じて安全な行
動ができるよう、防災意識（自分の命は自分で守る）と適応能力を向上さ
せます。また、感染症対策への自己管理能力を高めます。

　琴田っ子と保護者、教職員が生き生きとし活力あふれる学校をこれから
も目指していきます。評価４を増やすことができました。

　これからも基本的な生活習慣の徹底を図り、活力ある子どもたちの育成
をしていきます。また、子どもたち一人一人の育成について家庭と地域と
の連携を密にしていきます。

　子どもたちの力を十分に発揮させる日常的な活動に努め、課題を早期発
見し対応する予防的教育相談や悩みや相談事項をもつ子どもへの治療的
教育相談に努めます。

　毎日の清掃や毎月の安全点検活動、校舎内の整理整頓、掲示物の充
実を進め、環境が整備され、安全・清潔でさわやかな学校をつくっていきま
す。

結果の考察と今後に向けて

　琴田小だよりを通して、学校教育目標や経営方針・重点にかかわる取組
や話題をお伝えしています。次年度も、「たい」のいる（読みたい・知りた
い・生かしたい）たよりを目指し発行していきます。

　学習への取組に課題が見えました。学びたくなる授業づくりを行い、子ど
もたちが互いの考えを話し合うなど、主体的な学びに取り組み、充実感や
満足感がもてるようにしていきます。

　学習の土台となる、基礎的・基本的な知識・技能の習得を図るわかる授
業は、今後も評価されるよう取り組んでいきます。また、評価４を増やせる
よう努力を続けます。

　読書の習慣は課題が残りました。学校では朝読書やレベルアップブッ
ク、読書賞など読書に親しむ心の育成を図っており、読書賞が増えていま
すが、家庭読書につなげる取組を工夫します。

　家庭学習の取組も課題が見えました。今後も、家庭学習通帳を通じた連
携を図るとともに、学力向上だよりや学年だよりを通じて時間・内容・目的・
計画性・取組の様子など、具体的な情報提供をします。

　あいさつや言葉遣いに課題が見えました。心のバロメーターである明る
いあいさつが交わされ、やさしい言葉と場に応じた言葉遣いができるよう取
り組んでいきます。

　規範意識は、規則を教えるだけでなく、他者や集団とのかかわりの中で
人間関係を深め、自己の可能性や自己肯定感を高めることで育成されま
す。これからも人とのかかわりを深めます。

　今後も自己肯定感や活力を育む「心の教育」の充実を目指す体験活動
や子どもたちが計画・運営する児童会活動の時間を確保し、実施して参り
ます。
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５ 自由記述について 

 

　　　　　　　　　　　　　感想等　　　　　　　　＜全１８通＞

❾学年だよりについて 　学年だよりの内容の工夫・改善を行います。学級でめざすことや課題となっているこ

と、子どもたちの活動やがんばり、担任の考えや話、家庭学習等の情報を掲載し、充

実を図ります。

❿湿度が高い日の廊下について。 　ふだんより廊下歩行を徹底します。湿気があるときは、清掃をしっかり行います。ま
た、吸水ローラーを購入しました。湿り気を取ります。

❽コロナ禍における学校行事や児童集会について。 　感染症対策をしっかり考慮し、できることを精一杯していきます。担当の創意工夫の

もと、子どもたちのアイディアを生かした主体的な活動としていきます。子どもたちが生

き生きとしている学校であるようにします。

　　　　　　　　　　　　意見・要望等　　　　＜全２４通＞ 今後に向けて

➊子ども間のトラブルについて。 　子どもたち同士の話に耳を傾け、指導と支援を行っています。その後は、子どもたち

の観察をしっかり行い、必要に応じて相談活動を継続していきます。また、家庭とも連

絡を取り合い、共通理解や子どもの様子について確認をしています。

　いじめにつながる言動や乱暴な言動に対しては， その時々の状況に応じて， 毅然と

した対応とともにカウンセリング的対応を行います。その際、ふり返りを通して自分を見

つめ直し、次の行動につなげることや、行動の仕方を学べるようにします。

➋子どもたちの指導（生徒指導）について。 　学校や学級のルール（「よい子の一日」をもとに）について、その都度確認します。そ

の際は、決まりの意味を学年に応じてよく理解できるようにし、全職員で指導、支援しま

す。指導の場面では、厳しさの中にも、子どもたちが納得し理解できる言葉遣いや話し

方をします。

❸登下校の時の子どもたちの道路歩行について。 　本校の学校安全計画の４月の重点は、「通学路を正しく歩こう」です。①通学路の確

認と②安全な通学の仕方を年度当初行います。また、毎月行われている交通指導安

全日に、確認していきます。

　道路歩行が安全にできない情報が入った場合は、その都度全校に指導します。

❹家庭学習（宿題・自主学習）について 　家庭学習は、毎日の決まった勉強時刻・時間の意識の上に、内容としては、①宿題

（基礎的・基本的な知識・技能の習得を目指す）、②自主学習（学校でこれから学ぶこ

と、その日に学んだことを確認するために一人学びをする予習・復習、興味関心のある

ことを調べたり、読書をしたりするなど）があります。それを継続的かつ自律的に行うた

めに、家庭学習通帳を実施しています。自主学習の内容については、発達段階に応じ

て、学年だよりで情報提供していきます。

❺人間関係づくりと特別支援教育について。 　本校では、個性豊かな仲間とかかわり合って学ぶことを通して、互いの考えや立場を
尊重し、理解し合える人間関係をつくることを全体でめざしています。

　その中でコミュニケーションづくりと発達課題や学級集団の人間関係の状態等を踏ま

えて子どものもてる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するため、琴

田っ子みんな（「どの子もいないとさびしい」）に指導と支援を行っています。保護者の

皆さんも子どもたちを温かく見守っていただければ幸いです。

❻学級懇談会や個別面談について 　コロナ禍の中で、今できることを考え、学校公開や懇談会を実施いたしましたが、十
分とはいきませんでした。次年度は、学校公開・学級懇談会・個別面談を実施し、学級

の学習や生活の状況、子どもたち個々の様子など、情報交換ができるようにしたいと
考えています。

➐学校と家庭との連絡等による信頼感について。 　学校からの情報（学年だより、連絡帳、電話）発信や家庭と丁寧な情報交換を行い、
教育活動への共通理解を図っていきます。また、生徒指導上の出来事は、特に家庭と

の連絡を密にするなど、信頼される学校づくりに努めます。

①今年度は新型コロナウイルスの流行があり、通常通りの学校生活が難しい中、様々な工夫で教育活動を進めてくださり感謝しています。（同様５通）

②いつも熱心で子どもに寄り添った指導ありがとうございます。（同様２通）

③コロナ禍で大変な中、放課後消毒など、子どもたちが安全に過ごせるように感染症対策をしっかりやっていただいてありがとうございます。（同様１通）

④強風の際、下校時に先生方が子どもたちに付き添って下校をする姿を見て、安全に配慮していただき、安心しました。（同様１通）

⑤いつも丁寧な指導ありがとうございます。帰宅後は、まず、宿題を済ませることが習慣になってきました。

⑥いつもお世話になっています。学校生活のこと、今日何があったかなど、話をしてくれます。友だちと仲よく素直に育ってほしいです。

⑦学校便りを通じ、学校の方針など、限られた紙面で無駄なく丁寧に伝えていただきありがとうございます。

⑧新型コロナウイルスへの対応、ご苦労様です。学校が一丸となって教育に取り組んでいることに感謝いたします。

⑨子どもたち、保護者への対応はとても丁寧で、日々改善に向けた取組を実践されていると思います。

 


