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平成２９年度 貢川小学校学校評価アンケート集計結果（貢川小学校）
甲府市立貢川小学校

１ 学校評価アンケート調査対象（回答者数）について

○教職員 ２６名（回収率 100％）
○児 童 ３４１名（回収率 98.0％）
○保護者 ２７２名（回収率 96.5％）

２ 調査項目について

調査項目数 教職員・保護者：１４項目 児童：１３項目

貢川小学校の平成２９年度の学校経営の重点とした「豊かな人間性の育成」、「分かる授業の展

開」、「健康安全教育の推進」、「家庭・地域との連携」の４点について、今年度新たに食教育につ

いての項目（⑫）を加え、以下の１４の具体的項目において、教師・児童・保護者に対し同一内

容となるように質問項目を工夫して実施しました。

項目⑬は、児童に質問する項目として適切ではないので、教師と保護者のみの回答としています。

Ⅰ わかる授業の展開についての具体的項目 保護者に対する質問項目

①わかる授業の展開 学校は、わかりやすい授業に努めていると思いますか｡

②個に応じた指導の工夫・改善 学校は、お子さんのわからないことなどを丁寧に教え
ていると思いますか。

③主体的に学習に取り組む態度の育成 学校は、授業において、子ども同士の学び合いや関わ
り合いを大切にして指導していると思いますか。

④家庭学習の習慣化 学校は、家庭学習を習慣化するような努力をしている
と思いますか。

Ⅱ 豊かな人間性の育成についての具体的項目 保護者に対する質問項目

⑤生徒指導の充実 学校は、思い遣る気持ちなど豊かな心を育てるような
指導をしていると思いますか。

⑥道徳教育の充実 学校は、悪いことは悪いなど規範意識を育成するよう
指導をしていると思いますか。

⑦あいさつ運動の推進 お子さんは、あいさつなど社会の基本的マナーが身に
付いてきていると思いますか。

⑧よさを認め、一人一人を大切にする指導 学校は、子どものよさを認め、一人一人を大切にして
指導していると思いますか。

⑨問題行動の早期発見と迅速な対応 学校は、困ったことなどがあった場合，相談に応じて
いると思いますか。

Ⅲ 健康安全教育の推進についての具体的項目 保護者に対する質問項目

⑩安全教育の推進 お子さんは、安全に気をつけて生活していると思いま
すか。

⑪自らの健康安全に努める児童の育成 お子さんは、学校では一生懸命，清掃活動や係活動等
に取り組んでいると思いますか。

⑫食教育の充実 お子さんは、食べ物のありがたさを知り、望ましい食
習慣を身に付けていますか。

Ⅳ 地域教育との連携についての具体的項目 保護者に対する質問項目

⑬家庭、関係機関との連携 連絡帳，学年だより，学校だより等で学校のことが充
分に伝わっていると思いますか。

⑭地域行事への参加 お子さんは、地域の行事に積極的に参加していると思
いますか。
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教師及び児童への質問項目の具体例

番号 教師への質問項目 児童への質問項目

① わかりやすい授業に努めていますか｡ 授業は、わかりやすいですか｡

②
児童のわからないことなどを丁寧に指導し 先生は、わからないことなどをていねいに
ていますか。 教えてくれますか。

３ 調査期間 平成２９年１１月２１日（火）～１２月１日（金）

４ 調査結果及び考察

Ⅰ わかる授業の展開について

設問１「わかりやすい授業」、設問２「わからないことを丁寧に教える授業」について、「そ

う思う」と「ややそう思う」と合わせた肯定的な回答（以下「肯定的回答」といいます）の

割合が、児童 98 ％、教師 100 ％、保護者 96 ％であり、昨年度と同様の結果が出ました。日
頃から、どの教師も丁寧に、わかりやすい授業づくりに取り組んでいる成果と言えます。児

童の回答に注目すると、「授業はわかりやすいですか」では 77 ％、「ていねいに教えてくれま
すか」では 85％の児童が、一番高い評価をつけていることは、教師の励みとなる結果でした。
今後もこの割合が少しでも増えていくよう努力を継続していきます。

また、校内研究会において、昨年度に引き続き、一人一人の子供たちの基礎的・基本的な

学力が定着し、互いに伝え合い、学び合える子供たちを育てるためには、どのように授業を

仕組んでいったらよいだろうと話し合いながら、授業を進めてきました。さらに、今年度は

甲府市より少人数指導試行校の指定を受け、３年生を中心に効果的な少人数指導の在り方に

ついての研究にも取り組みました。個に応じた指導の工夫等を考えた授業の実践から、児童

の学習への関心・意欲が高まり、個々の学力向上にもつながる授業づくりに成果を上げるこ

とができました。教師自身も意欲をもって日々の授業の工夫に取り組んでいることが、わか

りやすい授業につながっていると考えます。

一方、保護者の回答に注目した時、肯定的回答を見てみると、設問１の「そう思う」は 58
％、設問２は 44 ％であり、児童、教師と比較すると低い評価でした。設問２の「あまりそう
思わない」の回答が昨年度と同様に 10 ％に達していること、また、設問１・２とも、「そう
思わない」の回答が、昨年度０％であったものが、今年度１％の結果が出たことからも、今

後一層保護者の声を真摯に受け止め、児童の学習理解の定着度を丁寧に確認しながら、教材

研究を充実させ、よりよい授業の展開に努めていきます。

校内研究では、昨年に引き続き「互いに伝え合い、学び合う子供の育成」がテーマとして

あげられています。設問３「授業での学び合いや関わり合いについて」の質問では、肯定的
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回答の割合は、昨年度と同様に、児童・教師・保護者の３者とも９割以上という高い評価結

果でした。その中でも、児童と保護者の回答で、「あまりそう思わない」、「そう思わない」の

否定的な回答（以下「否定的回答」といいます）の割合が、昨年度よりも４ポイント下がる

結果であったことは、互いに学び合う授業が定着してきている様子がうかがえます。しかし、

教師の結果で見ていくと、肯定的回答は 100 ％ではあっても、昨年度との比較で見ると、「そ
う思う」は、昨年度 75 ％であったものが、今年度 48 ％という結果でした。教師はさらに意
識を高めて、児童が互いに学び合い、質の高い授業を目指していく必要があります。今後も

引き続き、児童同士の関わりを大切にした授業を工夫し、様々な学習において、積極的に学

び合い、高め合い、思考・判断・表現の場面を設定するよう努力していきます。

平成 26 年度から、学力向上アクションプランとして、家庭学習の手引き等を各家庭に配布
し、家庭での学力向上に向けた取組を進めてきました。設問４「家庭学習の習慣化」につい

て、「そう思う」の回答は、昨年度に比べて児童が１ポイント、保護者が５ポイント上がり、96
％を超える肯定的な評価を得ることができました。教師も肯定的回答は 100 ％でしたが、「そ
う思う」の回答で比較すると、昨年度より 28 ポイント下がった評価でした。全国学力学習状
況調査では、家庭での学習時間が増えたり復習をする割合が増えたりし、家庭学習の推進や

自学ノートの取組の成果は表れています。反面、長い時間落ち着いて家庭学習に取り組める

児童とそうでない児童の二極化や家庭学習に見通しや課題意識が少ないことが課題としてあ

げられています。自学ノート等の工夫等、家庭学習の習慣化に向けて取組は続けているもの

の、まだまだ個々の取組に個人差があり、定着までには今以上に児童の意識を高めたり、保

護者の協力を得ることが必要になります。今後はさらに、児童が家庭学習に対して高い課題

意識を持って取り組むことができるよう、学力向上アクションプランを進めていきます。

Ⅱ 豊かな人間性の育成について

豊かな心の育成についての設問５では、肯定的回答の割合は、昨年度と同様に、児童・教

師・保護者の３者とも９割以上という高い評価結果でした。教師については、昨年度同様、

肯定的回答が 100％ではあったものの、「そう思う」は、昨年度 85％から今年度は 68％と 17
ポイント下がった評価結果となりました。また、保護者についても肯定的回答が 91 ％ではあ
るものの、「そう思う」を見ると、昨年度より２ポイント上がったとはいえ、51 ％と約５割の
評価結果となっています。反面、「そう思わない」は 0 ％になりました。今後は、平成 30 年
度からの「特別の教科 道徳」を要とし、全教育活動を通して人を思い遣る豊かな心の大切

さをより一層意識した取組を、家庭とも連携しながら実践していきます。

規範意識の育成についての設問６では、設問５と同様、肯定的回答の割合は、児童・教師

・保護者の３者とも９割以上という高い評価結果でした。中でも、児童の９割が「そう思う」
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という回答をし、「先生は悪いことは悪いと指導している」ことが評価結果に現れ、教師の取

組を児童も前向きに捉えている様子がわかります。しかし、教師を見ると、設問５と同様な

比較結果が見られ、肯定的回答が 100 ％ではあったものの、「そう思う」は、昨年度 85 ％か
ら今年度は 77 ％と８ポイント下がった評価結果となりました。また、保護者についても肯定
的回答が 91 ％ではあるものの、「そう思う」を見ると、昨年度より４ポイント上がったとは
いえ、やはり 51％と約５割の評価結果となっています。保護者の「そう思わない」は昨年度 2
％あったものが、０％になったとはいえ、約１割の保護者は不十分であると考えていること

がわかります。このことからも、心の教育は、「いじめの撲滅」に向けた取組も含めて、集団

生活の中で培われる面も大きいことを意識し、生徒指導や道徳教育を中心に、学校教育活動

全体を通してこれからも努力をしていきます。

本校では、毎朝「あいさつ運動」に取り組んでいますが、元気よくあいさつができる児童

は決まっていて、こちらからのあいさつに返ってきても小さい声であったり、中には黙って

行き過ぎてしまう児童もいる状況は続いています。その状況にあっても、設問７「あいさつ

などの基本的マナ－」について、児童は昨年度より３ポイント上がって 96 ％が、保護者も３
ポイント上がって 88 ％があいさつなどをよくしていると認識しているという肯定的回答が見
られました。一方教師は、「そう思う」の回答が昨年度０％であったものが４％になり、肯定

的回答も 16 ポイント上がって 81 ％に評価は上がりました。否定的回答も 16 ポイント下がり
ましたが、まだ約２割の教師は、不十分であると低い評価をしています。この結果から、児

童・保護者と教師の意識のずれは昨年度同様にまだあることは確かです。児童にとっては仲

の良い友達や家族との極めてパーソナルな相手とのコミュニケーションの手段としてあいさ

つを考え、教師は毎日の家庭での「朝のあいさつ」だけでなく、旗振りをしてくれる保護者

や地域の方とのあいさつなど、総合的に児童の様子を判断してのあいさつをマナーの１つと

して考えていることが要因と考えられます。いずれにしても、あいさつを含む基本的マナー

の定着は、今後も更に大きな課題として家庭と学校とが意識する中で、地域社会全体の協力

も得ながら継続して取り組んでいきたいと考えます。
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設問８の「よさを認め、大切にしている」の問いに対して、児童は昨年度同様、肯定的回

答が 97 ％と高い回答結果でした。「子どもに寄り添い子どもと共に歩む」という学校経営方
針が学校全体に浸透している様子がうかがえます。一方で、昨年度とほぼ同様ですが、児童

の３％、保護者の 11 ％が否定的回答をしていることを考えると、教師はより一層の児童理解
に努め、一人一人の児童を大切にし、保護者との連携を深める中で、心と心のコミュニケー

ションが行き交う豊かな学級経営を目指していく必要があります。

設問９は、相談体制に関わる質問です。設問８とも関連してきますが、今回の評価結果も

昨年度と同様の結果が見られました。教師はできる限り相談に応じているつもりでも、やは

り 11 ％ほどの児童や８％の保護者の方々は充分に相談に応じてもらっていないと感じている
ということがわかります。教師は、更に相談しやすい体制を整えるようにし、よりきめ細か

な相談に応じることができるよう努力していきます。

設問８、９を含め、学校は「子どもに寄り添い、子どもと共に歩む」ことを念頭に置いて

児童の支援を行っていきたいと考えています。相談窓口は、担任のみならず学年主任・教務

・教頭・校長であり、また、本校に配属されているスクールカウンセラーにも気軽に相談で

きることをお伝えしていきます。そして、一人一人の児童が健全な学校生活を送ることがで

きるよう、保護者との連携をより深くしていきたいと考えています。

Ⅲ 健康安全教育の推進について

設問１０の「安全に気をつけて生活をしていると思いますか」は、平成 27 年度から設定し
た設問です。自分に対しても他人に対しても「安全に気をつける」ことは、集団生活の中だけで

なく人が生活をしていくために大切なことです。また、危機管理意識の向上が叫ばれる中、「自分

の身は自分で守る」という意識を育てるためにも健康安全教育の推進に努めていく必要があります。

この設問での肯定的回答は、児童は 94 ％、保護者は 95 ％と、昨年度に比べてそれぞれ３ポイン
ト下がったものの高い評価となりました。一方で、教師は、昨年度より５ポイント上がったものの 85
％と、まだ１割の差があり、児童・保護者と教師とのずれがあることは変わりません。教えられた

ことを守るためだけでなく、児童が自ら「安全に気をつける」意識を高められるような指導の手立

ての工夫や実践に努め、教師から見た評価の数値がさらに上がるよう安全教育の推進に努めていき

ます。

設問１１の「一生懸命、清掃活動や係活動等に取り組んでいると思いますか」は、昨年と同様に、

保護者・教師・児童とも、肯定的回答が９割以上という高い評価でした。児童は 3 ポイント
上がり 98 ％、保護者は１ポイント上がり 97 ％で 100 ％に近づく状況にあります。一方教師
は、昨年度 100 ％だった評価が８ポイント下がり 92 ％となり、中でも、「そう思う」は昨年
度より 12 ポイント下がって 23 ％と低い数値でした。貢川小の児童が、清掃活動や係活動に
おいて一生懸命取り組んでいる姿はうかがえますが、意欲的に率先して活動し、児童自ら「よ
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くやった」「頑張ることができた」と振り返ることができるよう指導を行っていく必要があり

ます。これまでの活動への取り組み姿勢に満足せず、学習以外の諸活動も大切な教育活動と

して更に重視しながら、児童の成長を支援し、その中で心と体をたくましく育成するよう努

力していきます。

設問１２の「望ましい食習慣を身に付けていますか」は、今年度から新しく設定した設問

です。スクールプランの中で、「望ましい食習慣を養う給食指導等の食教育の充実」を掲げ、２つ

の重点ポイント（①食べて味わう「生きた教材」としての給食②食べることを通して社会を学ぶ）

から食教育の取組を行ってきました。回答結果を見ると、保護者・教師・児童とも、肯定的回答

が約９割以上という高い評価でしたが、否定的回答を見ると、児童が８％、教師が４％、保

護者に至っては 11 ％と１割を超える結果でした。基本的な生活習慣の中の食習慣は、体をつく
る上で重要な役割を担っています。学校給食や家庭での食事を通して、食材の育ち方や栄養の知識

をもつとともに、感謝の気持ちをもって三食残さず食べる食習慣を身に付けていけるよう、さらに

食教育の充実に向けて実践に努めていきます。

Ⅳ 地域教育との連携について

設問１３では、「連絡帳・学年便り・学校便りによる学校からの情報発信」について問うも

のです。ここでは、児童への質問は内容的に適さないと考え、実施していません。この設問

では、93 ％の保護者が肯定的回答をしています。一方で、「そう思う」の回答だけで見ると、
保護者は 43 ％、教師は 38 ％という結果でした。教師の見取りとしての評価が上がるよう、
保護者に対して協力体制を求めていく必要があります。日々の連絡帳での連絡は、児童の学

習や生活上必要な内容が多くを占めますが、授業参観や運動会等、活動や行事が終わったと

きにいただく保護者からのコメントは、成果も課題も含めて、教師が教育を進める上での大

きな糧となっています。

また、本校では、平成２６年度より電話による緊急連絡網等を廃止し、マモルメールによ

る緊急連絡網に変更しています。今年度は加入率が 100 ％となり、不審者情報や災害による
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一斉下校等の緊急情報の連絡等で有効に活用できています。

今後とも、家庭と学校を結ぶための手段として、また、児童の姿を共有して家庭と学校が

同一歩調で児童の健全な育成を進めるため、今後も通信等も含め、充実した内容となるよう

工夫・改善していくよう、引き続き努力します。

設問１４は、「地域の行事への参加」についての設問です。児童の回答で、「そう思わない」

と一番低い評価をした割合が、昨年度より２ポイント下がったものの 11％と１割を超え、「あ
まりそう思わない」を合わせると 24 ％になり、保護者については 37 ％という結果でした。
肯定的回答を昨年度と比べると、児童は５ポイント、保護者は３ポイント上がりましたが、

それぞれ 76％、64％と８割には届かない結果でした。一方、教師では、昨年度よりも肯定的
回答が 24ポイント高くなったものの、54％と５割程度の低い評価結果でした。全１４の設問
の中で、保護者・教師・児童の３者とも否定的回答が多く、地域の行事へ積極的に参加して

いない、あるいはできない貢川小児童の姿がうかがわれます。塾や習い事、家庭での用事な

ど、児童の日々の生活の多忙さも原因のひとつと考えられます。反面、地域防災訓練や地区

運動会では、多くの児童が熱心に参加する姿が見られ、児童の 48 ％、５割弱が「そう思う」
という回答をしています。また「三世代ふれあい教室」に頻繁に参加している児童が、地域

行事にも参加している姿も見られました。地域行事へ参加する児童と参加しない児童の二極

化があると推察されます。地区の球技会やラジオ体操など、貢川地区の諸団体の方々が児童

にとって魅力ある活動を提供しようと熱心に児童の育成に関わっていただいている中、地域

学校便り「くがわ通信」を地域に回覧し、諸団体の方々の熱心な取組を地域や保護者に随時

紹介しています。

学校としては、貢川地区の皆様の温かな支援により、児童のたくましい心身を育成してい

ただいていることに深く感謝しつつ、地域行事への参加の奨励を今後もより一層強く行って

くよう努めます。
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平成２９年度 学校評価アンケート集計結果（地域）
甲府市立貢川小学校

日頃よりお世話になっている学校評議員、貢川地区の諸団体の皆様に以下の４項目について御

回答ただいたものをまとめた結果です。すべての回答を、内容についてはそのまま掲載しており

ます。文末については敬体として統一させていただきました。文頭の●印は、学校に対する要望

や課題となる内容のものです。太線枠内は、課題に対する学校としての改善策となります。

１アンケート実施期間 平成２９年１１月２２日 ～ １２月８日

２アンケート配布数及び回収数 配布数３７名 ： 回収数２０名 ： 回収率５４．１％

３アンケート内容 ①児童の様子

②教職員・学校の取組

③学校・家庭・地域の連携

④その他気づいたことの自由記述 （計４項目）

１．児童の様子を見て、感じたこと、思ったことをお書きください。

（特に、あいさつ、運動会、登下校の様子などを通じて）

○登校時は班長を先頭に並んでしっかり歩いています。

○元気で明るい、よくあいさつするよい子たちです。下校時も仲間と仲良く帰っていきます。

○時に登下校時にあった時には、大きな声であいさつする子供、恥ずかしそうにする子供など様

々ですが、概ね元気な子供が多いと感じます。

○昨今はあいさつをしても返さない子供が多かったのですが、最近はあいさつがしっかりできる

ようになってきたように思います。運動会では一生懸命に取り組んだことが伝わる素晴らしい

内容でした。

○下校時には、よくあいさつをしてくれています。また、三世代に出席している子供からは、「三

世代のおじさんだ」と認められたようで、よくあいさつをしてくれます。

○元気で素直な子が多いです。行事にも前向き、協力的に取り組んでいるように思われます。あ

いさつも自分から積極的にする子が見受けられ、顔見知りでなくても、道端や校舎内であいさ

つをしてくれる子がいます。（中学生になっても同様です。）

○運動会での児童の様子に、先生方の御指導の姿も見られ、とても安心しました。朝は顔の合っ

た方に積極的にあいさつする姿もほほえましいものです。

○話をする相手の方を向き、顔をしっかり見て話をする姿や、姿勢よくおじぎする姿が、見てい

てとても気持ちよく感じました。

○皆、とても元気にあいさつしてくれ気持ちがよいです。運動会も、とても変化にとんだ競技種

目もあり、一生懸命やっている児童たちを楽しく見させていただきました。

○本園の卒園児の多くは貴校に入学します。兄弟のお迎え時に学校の様子を尋ねると、「小学校

は楽しい！」と口々に答えてくれ、充実した小学校生活を送っていることが伺えます。

○学校訪問時に、明るく爽やかにあいさつしている。また、登下校時に、上級生が下級生を優し
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く指導している。

○夏のラジオ体操で子供たちと顔見知りになっているので、登下校時に子供からあいさつする子

供が多く見られます。

○近所の数少ない子供たちの朝の明るいあいさつには、つりあがった目が笑顔になり、変化して

いることに気づかせていただいています。

○地域の行事などで、いつも感じています。…笑顔であいさつされています。好感が持てます。

○登校時は、整列して行儀よくできています。下校時は、各学年ごとで裏道に入るとふざけあっ

ているようですが、行き会うと正してあいさつします。学校での様子は、機会が少ないですが、

運動会では、上級生、下級生ともよくまとまって、助け合って元気よく取り組んでいる様子が

見られました。

○登下校時には、大きな声であいさつをしてくれます。高学年になると照れもあり、自分からし

てくれる子は減りますが、こちらが声をかけるとあいさつしてくれます。運動会では、競技以

外の時もルールを守りながら生き生きとしていました。

○登下校時、上級生を先頭に整然として通学する姿は感銘を覚えます。●しかし、あいさつは少

々元気なさを感じます。

●あいさつはありません。残念ですが。知っている人にもしないというのは、家庭でのしつけの

問題もあるかもしれないですね。それか、あいさつをしようという意識づけがないのですね。

●昨今は見知らぬ人へのあいさつは不要ですが、旗振り当番の人へのあいさつは大切にしたいと

考えます。

●登校中のあいさつは、あまり積極的でないと感じています。

●授業参観に出席して、私たちの学校の頃とは随分様変わりして驚きました。座っていられない、

先生の話をよく聞けない、元気でいいですが？ちょっと残念です。

●貢川小に限らず、市内全般的にあいさつが交わされないように感じられます。近隣の市町の小

・中・高学生は、大きな声であいさつする風景をよく見かけます。我々の年代では、「あいさ

つはとっても大切」と教えられたものですが、あいさつを交わさない一つに、地域性や指導方

法があると思われます。不審者や凶悪事件が増え、「知らない人にあいさつはしてはいけない」

と子供たちは教えられ、あいさつの大切さがうすれていることが原因と考えられます。地域住

民として、児童たちに積極的に「声掛け運動」を行うことで、地域全体の防犯意識を高めてい

きたいと思います。この時期は、寒さも厳しくなり、ポケットに手を入れて歩く姿が見受けら

れますが、転倒をした時を考えると非常に危険ですので指導をお願いします。

登下校時のあいさつについては、「よくできている」という御意見を多くいただき、少し

ずつですが地域の方々へのあいさつができるようになってきたように感じられます。自分か

ら自主的にするあいさつは、できる子供とできない子供がいて、２極化している実態もあり

ます。登下校時の歩行の仕方や基本的マナーについては、登校班の班長が頑張る姿があり、

認めていただいている反面、時には御心配や御迷惑をおかけしている場面にも触れることが

ありますが、子供たちが安全に安心して登下校ができたり、地域で活動することができるの

は、地域の見守りボランティアの方々はじめ、多くの地域の方々が温かく声をかけてくださ

ったり、見守っていただいているおかげであると心より感謝しております。
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あいさつを含めた基本的マナーについては、今後も教職員全員で課題意識をもち、学校教

育全体を通してあらゆる場面で引き続き指導するよう努力していきます。また、家庭や地域

においても、児童に積極的に声（注意も含めて）をかけていただきながら、学校・家庭・地

域の三者連携のもと、基本的マナーの定着が高まるよう御支援をいただけたらと思います。

子供たちにとって楽しい貢川小学校となるよう、学校経営に全職員で協働し努力していき

ます。体験活動や学校行事、地域との連携等を工夫し、特色ある教育活動を実践していきま

す。

２．教職員や学校の取り組みについて、感じたこと、思ったことをお書きください。

（特に、いじめ問題、心の教育、学校開放の様子などを通じて）

○学校では熱心に諸問題に取り組んでいるように思います。

○学校へ伺って行き会うときも、明るくあいさつをしてくれ、知らない場所などを聞くと丁寧に

教えてくれます。

○家族、近隣に小学生がいないので、小学校の教育的取り組みについてはよくわかりませんが、

１１月に実施された学校開放や毎月の「くがわ通信」によってのみ小学校の状況を知ることが

できるので、学校開放の開催や「くがわ通信」の充実をお願いします。

○普段あまり先生方と接する機会がありませんでしたが、先日（１１月１８日の土曜授業参観・

懇談会）の懇談会で話を伺い、様々な面で子供のことに真剣に向き合ってくれていることが感

じられました。

○様々なことに対して親身に取り組んでくださっています。問題点を把握する努力、解決しよう

とする姿勢がみられ、とても頼りになります。PTA活動についても、保護者への理解・協力が

あり、学校側としての役割分担も適度であると思います。

○毎年、学校開放については楽しみにしています。児童たちの授業内容や保護者達の様子も伺え、

また先生たちの指導内容にも期待しています。テーマの「思い遣る心」については、我々がい

つしか忘れつつある内容で、児童たちの発言に考えさせられました。いじめ問題や児童虐待か

ら子供たちを救うのは「知らせる」勇気と思いやりではないでしょうか。いたずら心やゲーム

感覚、また大人の都合や感情で何気ない態度や行為なので、それをされた相手の気持ちになっ

て考えさせる教育が大切と思います。

○時折参加する行事にも、校長先生の姿をお見かけしますし、地域の行事に積極的に参加協力さ

れていると感じ、安心しています。

○１年生の算数の授業を参観させていただいた際、担任の先生が子供たちの意見を尊重したり、

一人一人の個性を認めてあげている様子を感じました。

○校長はじめ教頭、他教職員の感じのよいことと、児童の様子も、入学式、卒業式を見させてい

ただいて、トップの熱心さが全ての人達に影響しているのだなと思います。学校開放も熱心に

やり、貢川小には、もし、いじめ問題があっても、その解決方法などは信頼がおける気がしま

す。今は何も聞こえませんが。

○貴校に伺った際、どの児童もしっかり目を見てあいさつができています。先生方の御指導の結

果だと思います。
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○小さないじめらしき事はあるようですが、児童からの話を聞き、先生に相談して解決している

ようです。家庭、学校、担任、素晴らしい連携が取れているようです。

○身近では、平和なうわさしか耳に入ってきません。職員一人一人が児童を見ていると思います。

○テレビで放送されているような事故など、何時起きても不思議でないくらいの時代、先生方の

きめ細かい取組が伺い取れます。

○登下校時の校門前の指導、また、異常発生時での下校見届け等、教科以外の取組、御苦労様で

す。先日の授業参観は、６年生の授業で、特別講師の授業でしたが、児童は理解しやすかった

と思います。他の教科でも、特別講師の授業を取り入れたらと思います。

○いじめ問題や心の教育については、本当に熱心に１つ１つの問題に対し学校全体で取り組んで

いる様子を知りました。先生方のご苦労も多いと思いますが、今後も是非よろしくお願いいた

します。

○学校開放（心の教育）に参加し、工夫された（紙芝居）授業で、児童が理解しやすいと感じた。

しかし、●授業参観参加者数は多数であったが、懇談会は半数以下であり、残念であった。

●昔から「西郷根性」「山梨根性」などと言われるように、自分さえよければそれでよしという

考えが強いようです。強いものに従うのでなく、自分の意見を持つことが必要ではないでしょ

うか？皆と話し合って協力することが必要なように感じています。

●個人情報の関係で難しいと思いますが、子供の貧困の問題はどうでしょうか。あるとしたら何

か対応しているか気になっています。

●形だけ心配したりしているように感じます。

●現場を離れて久しいのでわかりませんが、教職員と保護者の信頼関係が保たれないと、子供に

もいい環境をつくれないと思います。

いじめ問題については、社会的な重要課題と捉え、常日頃から未然防止対策、早期発見・

早期対応が重要であると考えております。学校としては、年間を通しての複数回のアンケー

ト実施や「いじめ対策支援会議」を開催し、いじめ撲滅に向けた取組を行っておりますが、

引き続き「いじめに気づかない」ことが絶対にないように努めてまいります。きめ細かい実

態把握と聞き取りを行いながら、一番に子供の気持ちを汲み取れるようにし、早期発見、早

期解決に努め、適時適切に対応していきます。

今後も、本アンケートやいじめ対策支援会議で出された御意見を参考に、心を醸成する道

徳授業の実施や、アンケートや児童との聞き取りによる情報収集などを行いながら、児童の

心に寄り添う支援を行っていきます。

子供たちや学校の取組に関して「生き生きとしている」、「好感がもてる」などの御意見

もいただきましたが、今後も、このような御意見が地域の方々からたくさんいただけるよう

に努めてまいります。

何よりも、子供たちにとってよりよい環境が作れるよう、教職員と児童・保護者との信頼

関係を構築することに努め、また、地域の御理解、御協力により、学校・家庭・地域の三者

連携を強くしていけますよう努めてまいります。
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３．学校と家庭、学校と地域との連携を目指す取り組みについて、感じたこと、思ったことをお書きくだ

さい。（社会福祉協議会との秋まつりや総合的な学習等での連携、運動会、児童会地区清掃、見守り

ボランティア、地域便り等）

○社会福祉協議会の協力が大変ありがたいと思います。先生以外の人から教えてもらうことは、

子供にとって新鮮な感じがするでしょう。

○学校の様子がよく分かるように書いてくれています。「くがわ通信」を読むのが楽しみです。

○これまで、あまり活動に接する機会がありませんでしたが、先日（１１月１８日の土曜授業参

観・懇談会）の懇談会で、それぞれの意見を伺い、三者三様の視点から子供たちについて前向

きな意見があり、とてもよい取り組みだと思いました。

○三世代ふれあい教室では、校長先生はじめ、教頭先生方からも熱心御協力をいただき、いつも

感謝しております。これからもお世話になりますが、よろしく御指導ください。

○三世代ふれあいや地域の行事などを通じて、うまく連携できていると思われます。

○各種イベントにおける児童代表のあいさつは立派です。これは、家庭、学校における指導のた

まものと感じます。

○見守りボランティアの方々の毎朝の活動をよくお見かけします。声かけをされていて、子供も

応じて会話する姿も見かけます。

○地域に配布される学校通信や行事予定表等を見て、様々な取組をしていると思います。また、

保幼少の取組等では、学校で生き生きと活動に取り組む子供たちの姿から、学校生活が充実し

ていることが感じられました。

○地域との連携も、細かいところまで気を使ってくださり、熱心に動いてくれます。本当にあり

がとうございます。見守りボランティアなど、ほとんど遅くなってしか参加できないのですが、

公園などで遅くまで遊んでいる子は、早く帰れるように声かけで協力しています。

○保幼小の連携の一環として、毎年授業参観や先生方との話し合いの場を設けてくださったり、

夏休みの時期に、保育園訪問をしていただいたり、とても安心できています。

○三世代ふれあい教室に協力していただきとっても嬉しいです。いろいろと役に立てる計画を考

えて活動していきますので、これからもよろしくお願いいたします。

○我が子が卒業して３０年が過ぎ、その頃のことは忘れてしまいましたが、見守りボランティア

の方には感心しています。毎日毎日で、頭が下がります。

○学校行事と地域の行事に、校長先生はじめ関係者全員の取組…継続しているのは本当に素晴ら

しいことです。

○（子供が小学校の時）１５年ほど前に、社協の方々と畑作業をして汁物をいただいたり、もの

作りや外遊び等、地域の人々とのふれあいが、子供にとってとても有意義な時間でいい体験を

させていただきました。

○社会福祉協議会等、地区と学校が連携して取り組もうとしている様子を感じました。

○三世代などの取組はとてもよいと思います。●土曜日の学習なども積極的に取り組んでほしい

と思います。

●社会現象（塾・スポーツ少年団等）により、地区行事等の参加者が減少しており、地区内児童

（上級生と下級生）のコミュニケーションが希薄に感じる。

●放課後や長期休暇の留守家庭について、学校や地域が何か関わっていただけると非常に助かる
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と思いますが、現実的には難しいと思います。自治会に入っていない児童（アパートやマンシ

ョンなど）がいる場合、自治会行事への参加は難しいかもしれないと思います。

●地域の事業への子供の参加は少ない状況です。親や地域など原因はいろいろあると思いますが、

大きい子が小さい子に、地域事業に参加を促すような、信頼できる異年齢交流を多く実施して

いくことが必要ではないかと思います。

●地区清掃は危険なところもあるので、やり方を変えたらどうでしょうか。

●三世代ふれあい教室は有意義な事業ですが、同じ児童が参加しているように思われ、多くの児

童に参加するよう保護者の理解をお願いします。各地域の行事に児童たちの姿が少なく、非常

に残念でなりません。学校教育にないものが地域活動にはあります。今まで見過ごしてきた地

域の人たちとの輪や地域の一員としての意識が芽生え、人との関わりをもち、数多くの感動的

な体験があり、時として災害時には非常に役立つのではないでしょうか。

●見守りボランティアの出発式、お礼の会に、保護者の参加があったら見守り活動の一体化がで

きると思います。運動会でのテント村風景は、仕方がないのでしょうか。三世代交流に、親世

代の出席が少ないように見受けられます。

年間の活動として位置付いている社会福祉協議会主催の「三世代ふれあい教室」では、

毎回多くの子供たちや保護者の方々が参加しております。ただ、家庭の都合や習い事の関係

により、一度も参加のない児童もおります。学校では、なお一層ラジオ体操や球技大会、防

災訓練等の行事も含め、地域との連携の大切さを伝えていくよう努めてまいります。また、

地域便り「くがわ通信」を通じながら、地域で行う活動にも触れていきたいと思います。今

後も児童への温かい御支援、言葉かけをよろしくお願いいたします。

平成２６年度に再構築していただいた「安心安全見守りボランティアの会」の方々の御協

力により、児童の安心安全な登下校ができており、たいへん感謝しております。今後も、「お

礼の会」や「出発式」を機会として御理解をいただき、本校の子供たちの安全を見守ってい

ただけるよう御協力をお願いしていきます。

学校開放については、来年度も土曜参観日を学校開放日として位置づけ、御家族や地域の

方、多くの方々に参観していただき、貢川小児童の様子を見ていただきたいと思います。ま

た、今年度以上に、地域との連携を深めていけるような取組を考えていきます。総合的な学

習の時間の活動内容や地区清掃については、活動の目的を全職員で確認をしながら、工夫で

きる部分について考えていきます。

今後とも地域との連携を深めていくよう、学校としても指導の重点として学校づくりに反

映させていきます。来校した際には、校長室に足を運んでいただいたり、本校職員に気軽に

声かけをしていただき、お気づきの点をお伝えいただきますようお願いいたします。

４．その他お気づきの点がありましたら、お書きください。

○子供が少なくなり、静かな地域になりつつありますが、学校が地域の中心であり続けてほしい

と願います。

○土曜日や日曜日などには、神社の境内や公園で遊んでいますが、異学年がうまくかみ合って活
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動しています。時には行き過ぎて、屋根へ上ったりすることがありますが、注意するとすぐに

止める素直さがあります。

○文化面で貧しい山梨ですので、貧乏県から脱却するためには、子供たちの文化面での教育に力

を注いでいく必要があろうかと考えます。幸いにも近くに美術館がありますから、野外授業等

で利用してみてはいかがでしょうか。

○心豊かな人間に育つには、様々な経験や知識が必要と思われるので、引き続き、家庭ではでき

ないこと、教室では学べないことを子供たちに体験させてほしいと思います。

○学校の先生たちの見守りや御指導と、地域の方々の見守りなどで、子供の安全と安心して学校

に行けるようにと思います。何か気づいた時には、相談しやすいように常日頃の連携が大事だ

と感じています。

○生活科の“わくわくおもちゃランド”へ参加させていただき、はじめは少し緊張していた子供

たちも、卒園生のお兄さんやお姉さんの姿に安心して楽しむ姿が見られ、小学生になることへ

の期待がふくらんだように感じました。

○毎月、教頭先生が、月の行事予定表を持ってきてくださり、御足労をおかけして申し訳なく思

います。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

○校長先生、教頭先生の一生懸命の取組には頭が下がります。土、日にもかかわらずありがとう

ございます。３回行われた歴史探訪も出席いただきありがとうございました。授業の１コマに、

地域の歴史を話していただければ幸いです。

○教職員との接触が必要でなく、不自由さもなく、意見らしいことが書けませんが、心身ともに

無邪気に子供らしく、家族、近所の温かい視線で育てて大きくなってほしいです。善悪の判断

ができ、行動できる子供であってほしいです。

○学校は地域と一体、地域は学校に関心を持って生活する…豊かな生活につながると思います。

○学校に電話する機会が何度かありますが、先生方の取り次ぎ、対応、共に十二分にしていただ

いています。

○いろいろな考えの親がいて、学校側も大変なことが多いと思いますが、誠実な姿勢で取り組ん

でいただければ理解してもらえると思います。

○保幼小連携の関わりでは、学校区にある幼稚園や保育所と計画的に連携し、山梨県内の小学校

をリードしているところが素晴らしいと思います。

●様々な問題を抱えている家庭（例：貧困・虐待・不登校・家族の病気など）を早期に把握して

対応していただけると助かります。地域の協力も必要と思われます。

●体力や忍耐力が足りない子が増えてきているようなので、持久走やマラソンを取り入れていた

だけると助かります。（中学のマラソンで苦労している子がいます。）

●児童たちは、成長につれ学校における友達や先生とのふれあいが人格形成に大きな影響を与え

ますが、家庭環境が最も重要な役割を果たすと考えられます。社会情勢や家庭環境から心配さ

れるのが、親と子のふれあいや会話が少なく親子関係が希薄になり、児童たちの行動を把握で

きず、時として黙認する親が見受けられます。家庭において善悪の区別や、社会ルールを守る

ことを幼児期からしっかりとした「しつけ」をお願いしたいです。我々地域住民が信頼を高め

模範となるよう努力していきたいと思います。
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本項においても、「安全」、「学校と地域の連携」、「家庭教育」、等の内容について記述を

いただきました。環境教育の充実も含め、記述していただいた尊い御意見を大切にしながら

日々の教育実践に努めてまいります。

いじめや不登校といった課題はありますが、学校としましては、それぞれの内容につ

いて、家庭や地域の協力を得る中で取組をしてまいりました。今回いただいた貴重な御

意見を大切にしながら、ＰＤＣＡサイクルによる改善を図り、次年度の教育活動へつな

げてまいります。

今後も、体験活動や学校行事、地域や家庭との連携等を工夫し、貢川小の特色ある教

育活動を日々実践してまいりたいと思いますので、御理解と御協力をよろしくお願いい

たします。
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平成２９年度 学校関係者評価
甲府市立貢川小学校

１．日 時 平成３０年３月５日（月） 午前１０時００分～１１時５０分

２．参加者

貢川小学校学校評議員

相原 武次様 元貢川小学校校長 元貢川本町東部自治会会長

大木 和朗様 貢川地区連合自治会副会長 富竹東部自治会長

一瀬久仁子様 貢川地区主任児童委員

深沢 真美様 貢川幼稚園園長

朝倉 晶子様 保護者 元貢川小学校ＰＴＡ会長 ※都合のため欠席

貢川小学校

篠原 忠実 校長

大久保久美 教頭

村松 敦 教務主任 計７名

３．場 所 貢川小学校 校長室

４．次 第

（１）はじめのことば

（２）校長あいさつ

（３）議事

①今年度の学校経営について

②学校評価の結果と考察について

（学校関係者評価委員会）

③その他

（４）質疑及び意見交換

（５）おわりのことば



- 17 -

５．学校自己評価（児童・保護者・教師対象及び地区諸団体長対象を含めて）の結果及

び考察についてのご意見・感想

①わかる授業の展開について

○わかりやすい授業をすれば子供に授業がわかります。当たり前の話だけれど、そんなに単純なもの

ではないと思います。子供のわからないポイントを見つけ出して、わかりやすい授業をすることが

大切だと思います。わかりやすい丁寧な授業は、時として退屈な場合もあります。考える力も大切

でしょう。課題に対する考え方をわかりやすく教える授業がいいかもしれません。

○在籍している先生方の学習指導の毎日の工夫が良く解ります。学習能力向上Ａ/Ｐでの家庭で、親

のみる目・子供の意欲を持たせるべき学習の習慣などを知って、学習時間が少し増えたそこから復

習する時間をとれる児童がいるようになりました。継続して活動して、成果につなげてください。

○授業については、児童１人１人、個々にあった指導が大切だと思います。児童が積極的に授業に参

加できるような展開であってほしいと思います。

○児童が「ていねいに教えてくれますか」に対して８５％が一番高い評価を付けていることは、とて

も良いことだと思います。家庭学習については、二極化を防止するために、家庭への働きかけは大

変だと思いますが、引き続き課題意識を高められるようよろしくお願いします。

○とても良い評価だと思います。学校という現場では、個別指導が難しいため、最終的な理解につい

てはどうしてもバラつきが出てしまうと思われますが、ていねいに分りやすい授業をしていただい

ていると思います。

②豊かな人間性の育成について

○「豊かな人間性」とは良い言葉ですが、いまいち中身がはっきりしません。自分を振り返ってみて

も、立派でもないし正直でもなかったと思います。豊かさの反対の貧しい人間性を考えたほうが早

いのかなと思います。貧しい人間性に陥るのを避けてゆく先に豊かな人間性がありそうな気もしま

すが。

○平成３０年度の（道徳）・・特別とありますが、あいさつ・児童のいじめなどには、道徳精神の良

いところを前面に押し出してぜひ取り組んでください。

○学校と家庭の両輪で取り組むことが重要だと思います。家庭が学校を信頼し、子供のことについて

は、何でも話せる関係を築くことが大切であると思います。

○肯定的回答が９割以上ということは、積み重ねてきた学校の努力が現れていると思います。①と違

い、この課題は家庭の考え方も大きく関わってきますが、社会的な規範意識の基礎を作る大事な時

期なので、私たち地域の者も含めて根気強く取り組む必要があると思われます。

○社会の基本的なマナーについて、児童側はかなり良い自己評価をしているのに対して、先生側の評

価が低いようです。児童がマナーについて具体的に理解していない可能性があるので、日頃から家
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庭や地域などでも声かけしたりする必要があると思います。先生方の日頃の親身で適切な対応・指

導は、保護者・児童に評価されていると思います。

③健康安全教育の推進について

○これは早急にやらなければならない教育だと思います。低学年は身近な事故や事件を避ける教育。

高学年はそれに加えて社会的な危険から遠ざかる教育などが必要でしょう。健康安全教育は教科書

も無いし時間もありませんが、教員同士で研究して子供たちを指導してください。

○今まで発生している災害、先ず災害時自分の身は自分で守る危機管理の意識付けは、くどく児童に

教えてください。町内における危機管理意識向上の運動にも連動していく考えです。児童も家に戻

れば、住民の１人です。

○身体を動かして遊ぶ機会が減り、身を守る経験を意識的に作らなければ安全教育ができない時代に

入ってしまっていると思います。

○「安全」については、「交通安全」だけでなく、広く犯罪・災害・病気などについて具体的な対策

や日頃の意識付け必要と思われるため、様々な活動を通して身に付けていくことが大切だと思いま

す。清掃や係活動について、与えられた仕事をするだけでなく、自ら考え積極的に活動できるよう

になるとよいと思います。

④地域教育との連携について

○見回しても地域に教育力などありそうにない気がします。教育的にありそうなものは、地域の文化

や歴史と住んでいる人の生活の仕方でしょうか。それらを肌で感じながら子供らが育てば良いと思

います。そうして地域に貢献できる人に育ってもらえればありがたいです。

○貢川通信の内容、日々の出来事等がよくわかります。御苦労様です。地域行事への子供たちの参加

・奨励は今後も続けてください。

○「地域」という考え方が薄らいでいる昨今、貢川小学校が中心となり、地域ぐるみの教育に、一生

懸命取り組んでくださっていると思います。私たちも、子供たちに良い環境が整えられるよう地域

の一員として努力していかなければならないと感じます。

○学年だより、学校だより、マモルメールなどについて、かなり高く評価されていると思います。た

だし、多忙な保護者も多いため、なかなか目を通せないということもあるかもしれません。授業参

観後の懇談会、ＰＴＡ総会などは、学校の様子を知る貴重な機会ですが、あまり出席率がよいとは

いえません。地域行事への参加は、保護者の都合や意識に左右されることが多いので、評価が難し

いかもしれません。

⑤全体に関わって

○ 70 年の人生で学校教育が何か役立ったかと言うとあまり無いように思えます。しかし、学校教育



- 19 -

を土台として自分の中に積み上げてきた教養は人生を豊かにしてくれたと思います。こんなに計算

を覚えても無駄ではないかと思った時期もありましたが、その時考える力をつけてもらったことが

自分の教養を高めたのだと、今思い直しています。学力を高め、教養力を高めることが大切ではな

いでしょうか。

○全体にわたり、やはり、学校と家庭がうまく協力して取り組むことが重要だと思います。

○学校評議員という機会をいただき、貢川小学校での取り組みを知ることができ、とても勉強になり

ました。ありがとうございました。

○アンケートの集計・分析などは非常に大変な作業だと思いますが、様々な立場の人からの評価を把

握するために有意義であると思います。回答者数だけでなく、回答率（回収率）が分ると助かりま

す。回収率（特に保護者）により、学校への関心の高さが分ると思います。
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