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学校評価の結果集計のまとめ 

 

向春の候，保護者の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げま

す。平素は本校の教育活動にご理解ご協力を賜り，誠にありがとうございます。 

さて，見出しのとおり，12月にご協力いただきました学校評価アンケートの結果をと

りまとめましたのでご報告させていただきます。 
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保護者による学校評価の結果集計から 

○学校の取り組みが高く評価されている項目（特に項目 1，5，6，10，13，16）が多くあ

り，職員の励みになりました。 

○上位３項目は，項目 13「友達と仲良く生活でき思いやりの心が育っている」，項目 10

「学校が楽しいと感じている」，項目 16「交通ルール，学校や社会のルールを守って生

活している」でした。項目 6「子ども達の安全確保に努め，安全対策を行っている」も

上位でした。コロナ禍での学校経営でしたが，学校経営の３つ柱のうち「『確かな学

力』の定着と向上」「豊かな人間形成」につながる項目が評価されました。 

○下位３項目は，項目 18「地域のよさを３つは紹介できる」，項目 14「嫌がることをして

いたら注意する」，項目 19「失敗を恐れないで挑戦している」でした。さらに，項目 3

「地域や保護者との交流の機会を十分設けている」の評価も低かったです。12月の児

童アンケート結果では，「嫌がることをしたら注意する 84％」「失敗を恐れな いで挑

戦している 89%」「地域のよさを３つは紹介できる 74％」でした。コロナ禍のため，保

護者の方に学校に来ていただき，子ども達の様子を見てもらう機会が少なかったため，

状況の把握がしづらく，子どもたちの頑張りに物足りなさをお感じと推察しました。 

○多くの保護者が「評価０：よく分からない」と回答された項目 7「いじめに対して組織 

で対応し，いじめをなくすよう努めている」など，保護者から評価しづらい項目であっ 

たと推察します。コロナ禍でありますが，今後も学校の取り組みの様子を分かりやすく 

お伝えできるよう努力していきます。 

R2 R3 4 3 2 1 0

1 地域や保護者の声に耳を傾け，連携して教育活動を実施している。 74.7 ↗ ○80.6 13.2 67.4 6.7 0.4 12.3

2
地域や保護者に様々な情報や教育活動の様子を積極的に，分かりや

すく伝えている。 78.4 ↗ 79.1 15.0 64.0 12.8 0.6 7.5

3 地域や保護者との交流の機会や関わりの機会を十分に設けている。 △54.3 ー △54.3 7.3 47.0 24.3 4.2 17.2

4
地域や保護者にとって連絡や相談がしやすく，適切に対応してい

る。
76.3 ↗ 79.8 16.2 63.6 10.1 1.0 9.1

5 施設，設備の環境整備，環境美化に努めている。 76.7 ↗ ○82.4 15.2 67.2 4.5 1.6 11.5

6 子ども達の安全確保に努め，安全対策を行っている。 ○84.7 ↗ ○85.0 19.8 65.2 5.1 1.0 8.9

7 いじめに対して組織で対応し，いじめをなくすように努めている。 61.6 ↗ 64.2 12.8 51.4 2.8 0.8 32.2

8 一人一人を大切にし，一人一人に応じた指導を行っている。 73.6 ↗ 74.5 16.0 58.5 8.3 1.6 15.6

9
組織（チーム）一丸となって，誠実な態度で保護者や子どもに接し

ている。 72.6 ↗ 73.7 17.0 56.7 6.1 0.4 19.8

10 学校が楽しいと感じている。 ○89.2 ↘ ○87.2 31.6 55.5 8.7 1.6 2.6

11 授業がわかりやすいと感じている。 ○83.2 ↘ 76.9 16.2 60.7 9.5 1.4 12.3

12 勉強をするのが好きだと感じている。 ー ー △53.0 10.5 42.5 33.6 7.7 5.7

13 友達と仲良く生活でき，思いやりの心が育っている。 ◎90.2 ↘ ○89.3 30.2 59.1 4.3 0.8 5.5

14 嫌がることをしている子を見たら注意している。 △57.8 ↘ ▲48.2 9.9 38.3 19.6 4.3 27.9

15 元気に挨拶ができている。 76.0 ↘ 65.4 19.2 46.2 23.3 3.0 8.3

16
仲間と仲よく，安全に登下校するなど，交通ルール，学校や社会の

ルール，マナーを守って生活している。 ○86.4 ↘ ○85.2 22.9 62.3 8.9 1.4 4.5

17 家庭学習の習慣が身に付いている。 78.4 ↘ 74.1 19.0 55.1 18.8 5.1 2.0

18
地域の活動に積極的に参加し，地域のよいところを３つは紹介でき

る。 ▲33.5 ↘ ▲27.1 3.8 23.3 40.1 14.0 18.8

19 失敗を恐れないで挑戦している。 △56.4 ↘ △52.2 8.7 43.5 33.8 7.3 6.7

20 ちがう立場や考えも理解し，折り合おうとしている。 72.3 ↘ 68.0 10.7 57.3 16.0 2.6 13.4

21 仲間が自分のよさをわかってくれると感じている。 69.7 ↘ 66.6 10.9 55.7 11.5 2.6 19.4

22 自分にはよいところがあると感じている。 ○81.0 ↘ 77.1 13.4 63.6 11.1 1.6 10.3
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＜学校，教職員 １，４，６，７，８，９＞ 

○コロナ禍で大変な毎日ですが，子ども達に寄り添い，安心して学校生活を送れているこ

とに心から感謝しています。 

○子ども達が毎日安全に学校生活を送れていること，とても感謝しています。ありがとう

ございます。 

○コロナ禍の大変な時期を無事乗り越えてこられたのも日々先生方の努力あってだと感謝

しております。 

○社会の状況を踏まえながら，子ども達や保護者にとって良い方法を，限られた時間の中

で見つけていくのは大変だと思いますが今後ともよろしくお願いします。 

○先生方が一団となって子ども達を良く指導して下さっていると思います。ありがとうご

ざいます。 

●いつもたくさんの指導をして下さりとても感謝しております。叱り方で，君の成績を△

にすると言われたそうです。その日から，その教科は諦めてしまっています，その指導

はどうなのかと疑問です。それでも，家では励まし続け，頑張るといっています。もう

少し，言葉を選んでいただきたかったです。よろしくお願いします。 

●保護者に対して割と横柄な態度を取られる先生が数名みえます。保護者はよく見てい

て，すぐに噂になります。そこから信頼関係は崩れると心配しています。 

時には厳しい指導が必要ですが，厳しすぎる指導，行き過ぎた指導はあってはなりま

せん。また，地域や保護者の方の声に耳を傾け，真摯に対応していくことはとても大切

なことだと思います。様々な場合の対応の仕方の研修に努めていきます。 

 

＜情報，連絡 ２，６＞ 

●感染対策でいろいろな行事がなくなったり，縮小されたりしました。そのため，仕方の

ないことですが，子どもたちの学校での様子が分かりません。お便りやホームページを

もう少し頻繁に発信していただけるとありがたいです。日常が知りたいです。 

●不審者情報がありましたら，絆メールで配信いただけましたら助かります。 

学校の様子については，絆メールや学校報，ホームページ等で，連絡するよう努めて

いきます。不審者情報については，岐阜県警察安全・安心メールへの登録をお勧めしま

す。詳細は精華小学校ＨＰに掲載してあります。下記のリンクを活用ください。

「http://school.city.tajimi.lg.jp/seika/wp-

content/uploads/2020/06/1629738299ee3135b6058331c6f61d47.pdf」 

 

＜授業参観，運動会，行事，活動，修学旅行，校外学習 ３，８，１０，１８，１９＞ 

○コロナ禍で授業参観など保護者が関わる行事がいつもより減っているなか，運動会の参

観ができない代わりに，写真や動画を提供してくださりありがとうございました。意外

と 2年も続くと出向かなくても，個人的には何とかなるもんだなと思いました。先生方

のご配慮に感謝しています。来年度このような形も賛成です。 

○先日は長縄大会を参観させていただき，久しぶりに学校での姿，子どもの成長をみるこ

とができてとてもありがたかったです。コロナが落ち着いて，早く普段に近い学校活動

ができるといいなと思いました。 

●コロナが落ち着いたら，以前の様に学校行事(運動会，授業参観等)に参加したいです。 

●コロナの関係で仕方ないとは，わかっておりますが，学校での子どもの様子を直接見る

機会が少ない事は寂しいです。 

●コロナで難しいとは思いますが，もう少し普段の学校での子供の様子がわかるとありが

たいです。運動会だけでなく，授業中の写真や，子供が描いた絵，書写の字などが見ら

れたら嬉しいです。 

http://school.city.tajimi.lg.jp/seika/wp-content/uploads/2020/06/1629738299ee3135b6058331c6f61d47.pdf
http://school.city.tajimi.lg.jp/seika/wp-content/uploads/2020/06/1629738299ee3135b6058331c6f61d47.pdf


●コロナ禍で参観日や運動会などの行事がなく，学校での実際の様子やクラスにどんな子

がいて，クラスがどんな雰囲気で先生がどう子ども達と接しているかなどがわかりませ

ん。懇談で少し学校での様子は聞けるものの，実際に見る機会がないというのは残念で

す。体育発表会だけでなく，授業の様子も見られたらいいと思います。 

●他の学校は運動会を行っているのに，精華だけないのが納得出来ない。たった 6回しか

ない運動会で，もう 2回なくなっている。コロナが気になる人は参加しなければいい。

このまま中止が続くと，「行えない」のではなく「行いたくない」のでは？と思ってし

まう。家族に見てもらえない運動会をしている子ども達の気持ちと，子ども達を見てや

れない保護者の気持ちを，もう少し考えていただけないでしょうか？ 

●参観がない代わりに保護者がクラスでの子どもたちの様子を知る機会が必要だと思いま

す。子どもが家庭で悩みを話してもクラスの雰囲気や担任の人柄などがまったくわから

ず対応に困ります。2年生の次男は入学してから一度も参観がなくどのように過ごして

いるのかとても不安に感じます。 

精華小学校は，全校児童 780名，26学級と東濃 5市で一番の大規模校です。さらに,

校舎は古く，空き教室がほとんどなく，グラウンドも狭いのが現状です。学校規模や学

校施設の状況が違う他校とは条件が違うことをご理解ください。さらに，コロナ禍であ

り，学校がクラスターになることを避けなければなりません。子ども達への感染対策を

最優先しているため，運動会，授業参観等を実施できず，この２年間，運動会を体育学

習発表会として実施し，後日ＷＥＢ配信しているのが現状で申し訳ありません。引き続

き感染状況を見定めながら，授業参観等の実施の仕方について検討していきます。 

 

●開催される行事が多治見市内の学校で異なることが多く，精華小学校では開催に消極的

だったように思います。環境が整わないということもあったと思いますが，少し残念に

思いました。 

●多治見市内の小学校で参観日や修学旅行等の行事に差がある。生徒数や各学校の特色で

難しいことがあるのも理解はするが，学校での様子が全く分からず，修学旅行等宿泊が

伴うものは子どもたちも楽しみにしているし，市内で統一して欲しい。 

●修学旅行について，実施してくださったことは大変感謝しております。多治見市の他の

小学校は京都奈良と聞きました。ある小学校は他県に行くことで中止になるリスクを背

負うことを踏まえた上で修学旅行の場所をどこにするのかアンケートを取ったそうで

す。精華小もそういったことをやってもよかったのでは？と思いました。 

●二年生の課外授業についても例年なら名古屋港水族館だったのでは?と記憶しています

が，なぜ今年は瑞浪なのか，疑問でした。 

●校外学習が１年生のときはなくて，今年も水族館ではなく近場だったので，せっかくだ

から水族館に行かせて欲しかったです。 

修学旅行については，140人を超える集団が，コロナ禍で感染対策を施した交通手

段，見学地，見学施設，宿泊先を決めたり，変更したりするには，少なくとも予定日の

３ヶ月前には決断しなければなりません。そこで，ＰＴＡ学年正副委員長やＰＴＡ本部

役員の方々と相談し，感染リスクを少しでも下げ，安全に行けることを最優先し，見学

先を決定しています。参加同意書を作成し，事前に質問を受け付け，ＷＥＢによる説明

会を開催するなどして，修学旅行を実施しました。 

校外学習についてもコロナ禍で，子ども達の感染リスクを少しでも下げ，ねらいを達

成させられる見学先を検討しています。例年とは違う見学先になった学年もあります

が，状況を記した文書をお渡しし，参加同意書も提出していただき実施してきました。 

各校の取り組みの状況は互いに把握し合っていますが，学校規模や地域等の実情に合

わせて，その都度対応を検討し実施しています。ご理解ご協力をお願いします。 



＜施設，安全 ５，６＞ 

○トイレを改装して下さり，ありがとうございました。 

●怪我で送迎の必要があったのですが保護者の送迎車が多くて駐車出来ない事がありまし

た。遠くにあると教えて頂きましたが，歩けないための送迎でしたので困りました。 

残念ながら，精華小学校には保護者用の駐車スペースがありません。文化ホールにも

再度協力依頼をしているところです。ご理解とご協力をお願いします。 

●安全面では昨今の危険な事件が多々ある中，不審者対応などもう少し厳しく管理されて

ないと不安があるのが現状です。先生方がお忙しく，人手が足りない状況がありますと

教育に支障が出ると思います。先生方のお手伝いができることがありましたら保護者へ

手伝いの連絡を頂ければと存じます。今後も何卒安全に，よろしくお願い致します。 

安全面についての施設の改善，要望については市とも調整をしています。保護者の方

の力をお借りすることができるのなら頼もしい限りです。ご協力お願いします。 

 

＜地域，登下校 ６，１６＞ 

○朝の見守りでも，公民館活動でも，地域の方々がとてもよくしてくださりありがたく思

っております。 

●朝の交通当番について，どうにかしてほしい。地域や学校だけに頼らず保護者の力が必

要なこともわかりますが，交通当番は結構負担です。特に下に小さな兄弟がいる家庭は

尚更だと思います。以前より回数が増えて尚大変になりました。 

保護者の方の見守り活動のおかげで，子ども達は毎日安心して登下校しています。地

区委員の方と検討していきますが，今後もご協力よろしくお願いします。 

●通学班の班長さんがルーズで迎えに行かないといけない状況が多々あるようです。横断

歩道がない 248号線を渡ってきてみんなと合流した時もあったと聞いています。危険で

すし何か起きないといいですが。親御さんはこのことを知っているのか分かりませんが

遅くなるのを何とかしてもらえたらと思います。迎えに行く子も大変かと思います。 

●登下校の様子を子供から聞く限り，不安な事が多く思います。先生方の指導は受けてい

るとの事ですが，高学年の子達が低学年の子のお世話をする事の大切さをあまり実感出

来ていないように感じます。1人にならないから安全なはずの集団下校なのに，低学年

の子が 1人で歩いている事もあるようです。また，班長さんの中に威圧的な子もいるよ

うで，集団下校を苦に思う子もいるようです。私自身，子供を迎えに行ける時は行くの

ですが，せっかく子供同士の関わりを学ぶ場面でもあるので，なるべく歩いて帰ってき

てもらいたいと思っています。お迎えに出ることや，下校の様子を見守ること，どのよ

うにしてあげるのが子供にとって良い方法なのか迷っています。 

●セーフティーさんの見守りが０になってしまった今，1年生のみでの学年下校は大変危

険ではないかと心配しています。朝は危険だからと旗当番で立つ場所も，帰りは誰も見

守りがおらず，1年生のみで危険な箇所を通過しています。我が子だけでなく危なっか

しい 1年生達を運転中に見かけて，ヒヤヒヤしています。みんなで仲良く下校するのは

素晴らしいことと考えますが，安全に，健康に，が大前提です。せめて金曜は 1〜3年

の低学年集団下校に変えていただけないでしょうか。下の子だけでなく 3年生も同様に

心配です。他の学年下校の曜日も，せめて同じ時間に授業が終わって帰る学年は一緒に

下校するようにできないでしょうか。少しでも安全に下校できるように変わることを期

待しています。 

月，水曜日以外は，学年ごとに下校時刻が異なるため学年下校としています。低学年

の方が下校時刻が早いわけですが，低学年の子たちに他学年の子たちの下校の見守りを

任せることは難しいです。学校で交通ルール，マナー指導，通学班指導を引き続き行っ

ていきますが，併せてより効果を高めるため，地域での見守りや指導もお願いします。 



＜学習，タブレット ８，１１，１６＞ 

●ランドセルの中の荷物をできる限り減らして登下校出来るようにしてほしいです。音読

用の教科書と宿題以外は持ち帰る必要が無いと感じています。 

ランドセルの中の荷物は少なくなっています。今後も検討を重ねていきます。 

 

●休み時間にも iPadを使えるようにしてほしい。緊急事態宣言中は休み時間に iPadが使

えて，プログラミングをして楽しんでいたが，宣言解除後は使えなくなり残念がってい

た。せっかく iPadに慣れ楽しんでいたのに，自由に使える時間が無くなってしまっ

た。休み時間の過ごし方をもっと自由に選ばせてほしい。 

●iPadのキーボードが突然反応しなくなったと言っていたので，持ち帰った際に点検し

た。ネットで調べると対応策が見つかり，簡単に直った。クラスにも同じような子が何

人かいるらしく，先生にも動かなくなったことを伝えたようだが，学校からは何も対応

がない。今回はそれほど難しい対応ではなかったので，先生方も忙しいとは思いますが

もう少し積極的に学校でも対処して欲しい。 

コロナ禍で子ども達が外で活動する時間が大幅に減り，子ども達の体力低下を心配し

ています。学校では休み時間での外遊びを推奨しています。休み時間の iPadの使用に

ついては，雨天時で，外で遊べない時の使用を原則としています。 

タブレットの活用法，トラブルへの対応法については日々，職員研修を行っていま

す。活用のさせ方についても検討を重ねているところです。 

 

●どの学年にも少人数クラスを設立してほしいです。勉強がわからないまま授業が進行し

て，帰ってきてからの宿題が大変です。わからないままどんどん勉強が進んで行くのも

どうかと思う。勉強出来ていない子の対策も，もう少し考えて欲しいです。 

少人数指導については，学校への少人数指導加配の配当が，本校についた場合に実施

しています。県の財政事情が厳しい現在，来年度はさらに少人数指導加配が減らされる

と聞いています。そこで，一斉指導でも学力向上を図れるよう，指導力の向上，授業改

善の研修を行っています。また，学校と家庭との学習の継続に向けて，家庭学習につい

ても検討しているところです。 

 

＜その他，資源回収＞ 

●資源回収は無くても良いのではないかなと勝手に思っています。なくなることで，先生

方が休日出勤する機会が減るのではないでしょうか？ 

●資源回収の地区分けが曖昧で，小学生がいない地区の対応が少し行き届いていないよう

に思います。 

●PTA活動で資源回収は，回収地域はそのままで児童数が減っていく一方で回収が大変な

ので回数を減らすのか回収の仕方など，あまり負担にならないやり方を考えていってほ

しいです。 

●アルミ缶回収について。平日時間を決めて，他の資源ごみも含め，受け入れ可能にして

はどうでしょうか。 

資源回収の実施についてはＰＴＡ本部役員の方と共に検討をしていきます。 

 

 

 

※同様なご意見を多数頂きました。また，上記以外のご意見も頂きました。それらのご

意見に対しては引き続き検討を重ね，善処できるように努めていきます。 

 


