
 

 

 

 

 

教育目標  あたたかな心をもつ  すすんで学ぶ  さいごまでやりぬく  つよいからだをつくる 
 

学 校 評 価  

校長 渋井 和子 

 学校評価にご協力いただきましてありがとうございました。このたび、本校の教育活動及び学校運営に関

する評価をまとめましたので、ご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 評価の結果    

1 （児童）        楽しく生活している。 

（保護者・教職員） 学校は、教職員が協力して教育活動にあたっている。 

 

 

２ （児童）         学習内容が分かっている。 

（教職員・保護者）学校は、分かりやすい授業、楽しい授業に努めている。  

 

 

３ （児童）自分からすすんで学習することができる。 

（教職員・保護者）学校は、学力の定着を図るための取組（モジュール学習、算数少人数指導、ノート指導、読

書活動、サマースクール補習等）を行い、学習意欲や学力の向上に努めている。                                             
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調査の概要 

１ 調査実施期間 平成２６年１１月１１日～１１月２０日 

２ 対象・回収数  教職員４６名  保護者２３９名  学校評議員５名  児童３９３名 

３ 回答方法     保護者、学校評議員：【とてもあてはまる・だいたいあてはまる・あまりあてはまらない・あてはまらな 

い・分からない】の５つの観点で評定した。 

            児童と教職員：【とてもあてはまる・だいたいあてはまる・あまりあてはまらない・あてはまらない】の４ 

つの観点で評定した。 

 

ご意見 ○よいところ（意見数８）   

●改善を要するところ（意見数１） 

○先生方が協力して教育している。（３）  

○様々な取組をとおして、学校のレベルアップを図

ろうとする姿勢が見られ、実践されていると思う。

（２）  

○熱意をもって教育全面にあたっている。 

ご意見 ○よいところ（意見数４）   

●改善を要するところ（意見数５） 

○きめ細かく指導している。（２）  

○子供をきちんと理解して授業を受けている。  

●漢字、計算などは再テストをするなど基本的な学

力を上げてほしい。  

●作文、日記を書き、文章を書く力をつけてほし

い。 

ご意見 ○よいところ（意見数２３）   

●改善を要するところ（意見数１２） 

○学力向上を図るための取組を積極的に行ってい

ること。（５）  

○算数の少人数指導がよい。（６）  

○図工、音楽など専科教科の学習内容が充実して

いる。（４）  

○家庭学習や学力向上に努めている。（２）  

●宿題の出し方を工夫してほしい。（４） 

●担任によって指導の仕方、学習の進め方などが

異なる。（４） 

 



４ （児童①）昨年度より、あいさつができるようになった。 

（児童②）昨年度より、学校のきまりを守ることができるようになった。 

    （教職員・保護者）学校は、あいさつや学校の決まりを守ること等、集団生活を送る上で基本的生活習慣が身に

付くように指導している。 

 
  

５ （児童）         たてわり班活動で、他の学年となかよくなれた。 

（教職員・保護者）学校は、縦割り班活動、その他の場面を通して子供の豊かな関係作りに努めている。   

   
   

６ （児童）         学校で困ったことがあるとき、先生や相談室の先生に相談することができる。 

（教職員・保護者）学校は、子供についての連絡、相談に適切な対応している。   

   
   

７ （児童）         体育の時間や休み時間にすすんで体を動かしている。 

（教職員・保護者）学校は、子供の体力向上のための取組をし、外で元気に遊んだり、すすんで運動したりする

子供の育成に努めている。    

    
   

  ８ （児童）        避難訓練に真剣に参加している。 

（教職員・保護者）学校は、緊急時に備えて、安全指導（避難訓練、毎月の安全指導等）、校舎内外の安全管

理に努めている。  

   
   

ご意見 ○よいところ（意見数９）   

●改善を要するところ（意見数３） 

○いじめに対して意識をもたせ、先生方も熱心に

対応してくださる。（２）  

○集団生活のしつけをしているように思う。  

○明るくあいさつしてくれる子供が多い。 

●あいさつができていない。（２）  

ご意見 ○よいところ（意見数８）   

○縦割り班活動を積極的に行っている。（６）  

○かしわ学級との交流と連携を図っている。（２） 

ご意見 ○よいところ（意見数６）   

●改善を要するところ（意見数１） 

○対応、子供のトラブルやけがなど問題が起きたと

きの対応が迅速である。（３）  

○子供が相談しやすい環境が整って嬉しく思う。学

校生活全体において日々いろいろなところが改

善されているように思う。  

○細やかに連絡をくれ、丁寧に指導してくれてい

る。  

ご意見 ○よいところ（意見数４）   

●改善を要するところ（意見数８） 

○中休みの取組（クラス遊び、走ろうチャレンジな

ど）（３）  

●休み時間などもっと運動する機会があるといい。

（３）  

●子供が運動不足気味。（３） 

●休み時間、室内で静かに過ごしたい子供もいる

と思う。 

ご意見 ○よいところ（意見数５）   

●改善を要するところ（意見数１４） 

○防災、防犯、安全面での対応がよくなった。（２）  

○防災教室など新しい事業に取り組んでいく姿勢

がよい。   

●交通安全について（下校時に列が広がって歩い

ている。自転車右側走行・無灯など保護者も含

めて指導が必要）（２）  

●セキュリティのさらなる向上を願う。（２） 



９ （児童）       掃除の時間は、掃除をしっかりしている。 

（教職員・保護者）学校は校舎内の清掃、整理整頓に努めている。   

   
   

10 学校は、学校だより、学年だより、学級だより、ホームページ、保健だより、給食だより、保護者会等で学校の

活動や取組を伝えている（教職員・保護者のみ）。 

   
   

11 学校は、学校公開、サマースクール、講演会（セーフティー教室、食育講座、道徳授業地区公開講座）等を通

し、育てたい子供の姿を保護者や地域と共有し、連携して子供の教育にあたっている（教職員・保護者のみ）。 

   
  

  

【かしわ学級】 かしわ学級についてのご意見のみを載せました。学校全体のご意見は各項目に反映しています。 

○よいところ ●改善を要するところ 
○担任の先生が本当によくみてくれている。（その子その子に

あわせてとてもよく対応してくれている。）先生、支援員の先

生も熱心である。通常学級の先生方も阿波踊りのときなど見

に来てくれ、温かい対応である。 

○先生方が皆で頑張ってくれ子供を安心して預けられること。 

●もう少し個々に対応してほしい。 

●かしわ学級の図書の時間に本の貸し出しをしてほしい。 

●行事が多いような気がする。 

●補習や個別指導がもっと増えると理想的だと思う。 

 

Ⅱ 結果の分析 

１ 児童の結果から 

９項目中、５（たてわり班活動で、他の学年となかよくなれた。）、６（学校で困ったことがあるとき、先生や相談室の

先生に相談できる。）の２項目が他の項目に比べて【とても・はい】と回答した児童が少ないことが分かりました。 

そこで、その２項目で【あまり・いいえ】を回答した児童の自由記述から、下記の表に理由をまとめました。 

質問５ 質問６ 
あまり・いいえを回答した理由 人数 あまり・いいえを回答した理由 人数 

うまく話せないから １４ 相談することがない、困ったことがない １２ 

知らない人ばかりだから ６ 困ったことはないけど、あったら相談できる ８ 

ふれあう機会が少ないから ５ 恥ずかしい ６ 

人見知りだから ４ 家の人や友達に相談する ５ 

緊張するから ３ 説明するのが苦手、面倒くさい ３ 

うまく仕切れないから １ 相談場所が分からない １ 

知らない人となかよくするのは難しい １ 心配と緊張で相談できそうにない １ 

勇気が出ない １ 話さないでそのままになる １ 

恥ずかしい １ 話す機会がない １ 

来年度は、子供の現状を受け止めて改善を図っていきます。 

 

 

ご意見 ○よいところ（意見数２）   

●改善を要するところ（意見数１） 

○校舎は清潔感があり、展示物なども適切。  

○学校内外がいつもきれいに清掃されていて気持

ちよい。 

●夏場には校舎にグリーンカーテンを作り暑さ対

策をしてほしい。 

ご意見 ○よいところ（意見数３）  

       ●改善を要するところ（意見数３） 

○ホームページや学級だよりが楽しみ。（２）  

○ホームページや練三だよりなどで学校全体の取

組を家庭に知らせてくれる。  

●ホームページの更新を楽しみにしているので、

活動の様子をもう少し見たい。 

ご意見 ○よいところ（意見数１５）   

●改善を要するところ（意見数７） 

○学校公開が十分あり、子供たちの様子が分か

る。（５）  

○サマースクールや夏季水泳など夏休みの活動が

多くてよい。（４）  

○夏休みの補習でつまずきを確認し、理解できる

ようになった。（２）   

●学校公開を平日にも行ってほしい。（２） 

  



 ２ 保護者の結果から 
  １１項目中、７（学校は、子供の体力向上のための取組をし、外で元気に遊んだり、すすんで運動したりする子供の 

育成に努めている）の【とても・はい】の回答が一番少なかったです。また、２（学校は分かりやすい授業、楽しい授業

に努めている）を期待するお気持ちをしっかり受け止めました。特に、学年間の指導の仕方や進め方、宿題の出し方

について異なるというご意見が寄せられました。早速改善を図っていきます。 

 

Ⅲ ご家庭でのお子さんの様子  

 
 
Ⅳ 学校評価の質問以外に関するご意見 
 【学校全般】 
○校長先生はじめ先生方のきめ細やかな対応とご指導により、学校そして子供たちがとても活気づいてきたと実感

している。安心かつ安全な校内環境に感謝している。 

○ここ１～２年、特によりよくなるような努力をされているのが感じられてありがたいことだと思っている。積極的な授

業への取組が子供たち子供たちに見受けられるのはご指導のおかげだと思う。 

○先生方の目が行き届いている。（８） 

○担任に対する信頼がある。（３） 

○体育朝会、音楽朝会は、互いの学年のよいところを認め合っていてよい。 

○丁寧に教育活動を行っている。 

○子供をよく褒めてくれるところがよい。 

○ボランティアの方々が学校と連携して活動しているところが大変よい。 

○PTAの組織にとらわれず、保護者、教職員、地域の方々が協力し合い、学校を見守っているところ。 

 ○かしわ学級があるところがよい。通常級の子供たちとの交流を通して、豊かな心、思いやりのある子供たちが多

い。  

●日々の子供とのふれあいに時間がかけられるようにしてほしい。先生方に時間のゆとりを。休日も様々なイベント

に出られていて大変だと思う。親としてはありがたいが、体が基本だと思う。 

  ●新任の先生には初めからサポートをつけてほしい。 

  ●学年行事のお手伝いに参加したが、集合時間より３０分たってから学年の先生が 

 

【がんばるニャンひろば・校庭開放】  
○がんばるニャン、放課後の環境があることには大変ありがたく思っている。（４） 

○がんばるニャン広場で校庭が開放されていること。 

●帰り、特にひろばの後の帰宅が暗くなってきたりしているので心配になります。帰りを見守って下さる方（交通指

導員の方など）がひろば後も立ってくださるとありがたいと思います。 

●校庭開放について ボール持ち込み禁止となったので、やっているスポーツの練習ができなくなった。 

 

 

 

 

 

 

設問① 

お子さんは楽しく学校に通っていますか。 

設問②  

お子さんは十分な睡眠がとれていますか。 

設問③  

お子さんは家庭であいさつをしていますか。  

設問④  

お子さんは、友達となかよく過ごしています

か。 

設問⑤  

お子さんは家庭で学習する習慣がついてい

ますか。  

設問⑥  

お子さんは、運動したり体を動かしたりしてい

ますか。 

設問⑦  

お子さんは、家庭で学校のできごとについて 

話しますか。 

 



【ご意見・ご要望に対する回答】 

◎水曜日は５時間目まで授業をしてもらいたい。 

 →教育課程編成において、十分な時数確保を行った上での判断です。年間で５校時授業日を確定してお知らせ

します。５校時授業日の回数は今後検討します。 

 

◎校庭で全学年一緒に遊ばせてほしい。 

 →３年前まで、休み時間に全学年が校庭で遊んでいましたが、けがが多発したため安全性を第一に考えて現在

の体制となったという経緯があります。しかし、危険察知能力や危機予測能力の醸成も大切な指導と考え、１月

の１ヶ月間、全学年が校庭遊びを試行することにいたしました。その期間の様子をお伝えし、来年度どのように

していくかを判断します。 

 

◎学力向上を図るのはよいが、家庭学習に責任をみる傾向が全体で強くなった気がする。 

 →生涯学習の視点から、小学生のうちから学習習慣を身に付けることは大切であると考えます。学校として何でも

家庭学習で取り組んでいただくことを考えておりません。学習習慣の定着という視点でご協力をお願いいたしま

す。 

 

◎体力向上をもっと進めてほしい。 

 →今後も体力向上の取組を推進してまいります。１２月保護者会資料で配付いたしましたように、ご家庭で運動習

慣を推進することも大きな力となります。学校での取組をご紹介してまいりますので、ご家庭でぜひ話題にして

いただけたらと思います。 

 

◎個人面談は年２回、全員が行った方がよいと思う。 

 →補習を年間２回行い、児童の学習上のつまずきをできるだけ丁寧に指導していきたいと考えています。教育相

談日を来年度も引き続き実施しますので、ご活用いただきたいと思います。 

 

◎教職員の活動、あいさつやきまりごとを守ることなどは、なかなか保護者の目に入ることがないので評価しにくか

った。 

 →学校だよりやホームページにて学校の様子をお伝えします。学校評価の補助資料作成については、今後検討

していきます。 

 

◎かしわ学級の人数が多すぎる。３０名くらいが好ましい。宿泊学習は３６名になったらバス２台がいいのでは？ 

 →かしわ学級の定数は、学校独自で決定することはできません。また、宿泊学習でのバスの台数は、区教委で決

定しています。 

 

◎欠席する際、連絡帳を近所の友達に預けなければならないというシステムに抵抗がある。担任の先生との相談事

など、日々のやりとりを他の人に見られてしまうのではと心配になる。 

 →欠席、遅刻の電話での連絡は、ご遠慮いただいています。必ず袋（ファスナー付き、布袋）に入れてお預けくだ

さい。 

 

◎学年だよりや学級だよりに、予定や連絡事項だけでなく、子供たちの様子や活動状況などを書いてほしい。 

 →来年度の学校だよりに、毎月、学年・学級の様子をお伝えするページを設け、子供たちの様子をお伝えします。

学年だより、保護者会でもできるだけ子供たちの活動の様子をお伝えしていきます。 

 

◎クラスレクで体育館の予約をお願いした際、予定されておらず他の学級とダブルブッキングであったため、早め

に切り上げた。 

   →事務に関する引継ぎの徹底を行うとともに、確実に施設を利用していただけるようにします。 

 

◎水筒をもう少し気軽に持って行けるようにしてほしい。 

 →平成２６年５月１日付「水筒の持参について」のおたよりに学校としての対応をお示ししています。担任印がない

ことがあるとのご指摘もいただきましたので、対応を徹底してまいります。ご理解をお願いします。 

 

◎携帯電話の持参について、対策を練りながら可能にしてほしい。例えば、朝集めて先生が管理し、帰りに戻す。

校内に入るときに電源を切るなど。 

  →携帯電話所持が禁止になり心配が増すとのご意見もいただきましたが、平成２６年１０月２０日付「練三小スタン
ダード（生活編）の改訂とご協力のお願い」でご説明したように、学校として携帯電話持参を認めたことはありませ

ん。登下校に際しての不安等につきましては、学校にぜひご相談ください。生活指導面での指導、関連機関へ

の通報・連携、地域の見回りなど、できることを行ってまいります。また、学校側が携帯を預かり、下校時に返却す

るという管理の一例を挙げていただきましたが、日常的に大勢の児童への対応として大変難しいと考えます。 



◎校庭開放で１年生も保護者の付き添いなしで遊ばせてもらいたい。 

 →開放委員会で検討していただいた結果、来年度９月より１年生も子供だけで遊べるようにしてくださることになり

ました。 

 

Ⅴ 来年度に向けての改善事項 

  この学校評価で本校の教育活動を次の観点から改善していきます。また、今年度から新しく行っている取組につ 

いては、引き続き実施していきます。 

 

 

 

 

 

たくさんご意見を頂戴し、ありがとうございました。紙面の都合ですべて掲載できませんことをお詫び申し上げます。 

いただいたご意見は全教職員で見せていただきました。保護者の皆様の学校へのお気持ちを大切に受け止めて、子

供たちの「笑顔あふれる学校」を目指して日々の教育活動に取り組んでいきます。 

 また、改善事項として挙げた項目については、校内で検討し、教育課程編成に生かしていきます。学校だより３月号 

で、新年度計画についてお知らせします。 

 

（１）教員の指導力向上 

（２）異学年交流活動の見直し 

（３）相談体制のさらなる充実（児童の教育相談の機会、周知の仕方の改善） 

（４）体力向上の取組の充実（継続実施） 

 


