
 

これまでの教育活動・運営を振り返って（結果） 

１２月に，「協働型学校評価」の今年度の取組等について，教職員による自己評価と児童・保護者の
皆様へのアンケート調査を実施いたしました。その結果についてお知らせします。 

≪平成２９年度  協働型学校評価の重点目標≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ アンケート集計結果 （ ※ アンケート回収数   児童…355名，保護者…324名，教職員…24名） 

                         ※ 数値は四捨五入の関係で，合計が 100％にならない場合があります。 

★協働型学校評価に関して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪協働型学校評価の重点目標≫ 

 相手を思いやり，人との関わりを通して自己を高める子供の育成  

この目標の達成に向け，学校，家庭，地域の三者協働で実現を目指す児童の具体的な姿として，以

下の３点を設定しました。 

① 笑顔で挨拶ができ，相手に親切にできる子ども 

② 友達や地域の方と積極的に関わり，地域の一員としての自覚をもつことができる子ども 

③ 目標に向かって最後まで粘り強く取り組む子ども 

 

〔 学 校 で〕 

（１）道徳の授業を充実させ，参観日等で積極的に授業公開を行う。 

（２）あいさつ運動を推進する。 

    （委員会，たてわりグループ） 

（３）中学校と連携し，地域との関わりを深める。 

（４）自分づくり教育の充実を図る。 

      （たくましく生きる力育成プログラムの積極的に活用，スチューデントシティ等） 

 

 〔 家 庭 で〕 

（１）地域や子ども会，ＰＴＡ行事に積極的に参加し，新しい学校の保護者同士のつながりを深める。 

（２）家庭内で気持ちのよい挨拶をする。 

 

  〔 地 域 で〕 

（１）学校の教育活動に積極的に参加し，学校への理解を深める。 

（学区民運動会の開催，地域総合防災訓練 等） 

（２）地域の子供に挨拶や声がけをする。 

 

◆【 合言葉について 】 

・学校では，「笑顔・チャレンジ・思

いやり」の取組を積極的に実施して

いる。（保護者回答） 

◆１【 挨拶について 】 

・子供たちは，いつも笑顔で挨拶がで

きている。（保護者，教職員回答） 

・私は，いつも笑顔であいさつをして

いる。   （児童回答） 
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◆２【 親切について 】 

・子供たちは，友達に対して親切で

ある。（保護者，教職員回答） 

・私は，まわりの友達に対して，親

切にしている。（児童回答） 

◆３【地域の一員としての自覚 について 】 

・子供たちは，友達や地域の方と積極的
に関わり，地域の一員としての自覚を
もっている。（保護者，教職員回答） 

・私は，自分から進んで友達や地域の
方々と活動しようとしている。（児童
回答） 

◆４【 粘り強さについて 】 

・子供たちは，目標に向かって最後ま

で粘り強く取り組んでいる。（保護

者，教職員回答） 

・私は，難しい勉強でも，最後まで粘

り強く取り組んでいる。（児童回答） 

○開校以来の合言葉である「笑顔・チャレンジ・思いやり」の取組に関しては，「そう思う」「ややそう

思う」と回答した保護者の方は，昨年度と同様９割を超えています。教育活動における３つの合言葉

は定着しつつあると言えますが，学校生活の中で，３つのキーワードに関する指導・支援を繰り返し

行いながら，子供たちにしっかり根付かせていきたいと考えます。 

○「笑顔で挨拶」に関しては，子供たちの自己評価では肯定的意見の割合が高いものの，保護者や教職

員のアンケートの中には，まだまだ身に付いていないのではないかという意見が多数出ております。

「挨拶がなぜ大事なのか」ということを子供たちに深く考えさせる機会がまだまだ必要であると痛感

しております。また今年の挨拶運動は，学年ごとに一年間を通して継続的に進めてまいりましたが，

その活動のねらいと実施後の振り返りをしっかり行いながら，習慣化に繋げていきたいと思います。 

○「友達に対して親切かどうか」という問いに関しては，「そう思う」「ややそう思う」という肯定的な

意見が多数を占めました。一定の成果は見られるものの「思いやり」と同様に「親切にする」という

のはどういうことなのか，普段の生活の中で何度も子供たちに具体的に話して聞かせながら，相手の

立場に立って行動できる子供に育てていかなければならないと考えます。 

○「友達や地域の方々との関わり」「地域の一員としての自覚」に関しては，肯定的に捉えている保護

者，児童の割合が多いものの，まだ不十分であると答えた方の割合も，他の項目に比べて高いという

結果となりました。特に地域の方々との触れ合いや交流は，思いやりの心や尊厳・感謝の心の育成に

繋がり，子供たちの社会性を高めるためにも必要なことであると言えます。地域の方々のご協力を得

ながら，学校以外の方々と関わる機会を増やす努力をしていかなければならないと考えております。 
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《自由記述欄に寄せられた保護者のご意見》 

・いつも息子がお世話になっております。歩坂町からの通学なので心配だったのですが，毎日楽しく学

校生活を送っているようです。またこの寒い中，毎日校長先生みずから校門に立っていただきありが

たく思っております。また防犯ボランティアを始めて２年目になり，歩坂町の子供たちにやっと覚え

てもらえるようになり子供たちの方から挨拶をしてくれたり上級生の子供たちから「○○くんのママ

もうすぐ○○くん来るよ」とか声を掛けたりしてくれます。縦のつながりがとてもできている学校だ

な！と思っております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

・学芸会当日，校舎内で子供たち（たぶん４年生）に会うと，子供たちの方からとても元気な声で挨拶

してくれました。その気持ちのよい挨拶にとても驚いたのと同時に大変うれしく思いました。先生方

のご指導のおかげと改めて感謝いたしました。 

・朝の登校で「おはよう」と声をかけても１０人に１人位しか挨拶がないと思います。低学年でもそれ

は感じます。 

・「思いやり」とは？子供一人一人本当に理解できるような取組が必要だと思う。自分がされて嫌なこ

とは人に対して絶対にしてはいけない。教師も生徒も親も見ているフリになっていないか真剣に話し

合いを何度もしていただきたい。 

・重点目標の①，②は子供でも理解しやすく，家庭でも日頃もう少し気を付けてみようと思います。③

粘り強く取り組むことは家庭学習もやらされ感があるとなかなか粘り強くという姿勢は家庭では感

じることが少ないです。学校での持久走など目に見える形で（ハンコを押してもらう）頑張りが分か

らないと自主的に粘り強さまだ出ないのかなと感じます。学校・家庭以外で習い事などを続けている

子もいると思うので，そういう身近な子の体験談など聞かせてもらう機会があったら，刺激になるの

かなと思いました。 

 

  以上，協働型学校評価の重点目標に関するアンケート結果です。 

アンケート結果については，平成 30年 1月 30日に行われた学校関係者評価委員会にて，各委員の方か

らご意見等をいただいております。 

その他のアンケート項目の結果については，本校ホームページに掲載しておりますので，そちらをご

覧になっていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

  

 

   「泉松陵小学校トップページ」⇒ トップページ左側 「Ｈ29年度 学校評価結果」をクリック 

 

 

 

 

○「粘り強さ」「根気」に関しては，肯定的に捉えている児童の割合が高いものの１割弱の保護者の

方はまだまだ不十分であると回答しています。児童の状況を的確に捉え，その段階に合った課題を

与えること，頑張っている子に対しての温かい声がけを行い，伸びを認めてあげること，諦めそう

になっている子への励ましを適時に行うこと等の普段の取組がますます重要であると言えます。 
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★ 学校生活，家庭生活に関して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《自由記述欄に寄せられた保護者のご意見》 

・２年生になり字のきたなさが目立つようになってきました。そんな中「国語のテストで１１０点とれ

たの！」と子供が喜んで帰ってきて「どうして１０点多いの？」と聞くと，「字がきれいに書けてい

◆５【 学校生活の楽しさについて 】 

・お子さんは学校に行くのを楽しみに

している。 （保護者 回答） 

・学校生活は楽しい。（児童回答） 

◆６【 家庭学習について 】 

・お子さんは，宿題等家庭学習にしっ

かり取り組んでいる。 （保護者 回

答） 

・（学年＋１）×１０分の勉強をして

いる。（児童回答） 

◆７【 親子の会話について 】 

・お子さんの話に耳を傾け，お子さん

とかかわる時間を持つようにして

いる。 （保護者 回答） 

・ 家の人とたくさん話すようにして

いる。（児童回答） 

○アンケート結果では，９割の児童，保護者の方は，「学校は楽しい」「子供は学校へ行くのを楽しみに

している」と感じていることが分かりました。しかし１割の保護者の方は，否定的に捉えていること

もまた事実です。すべての子供たちが「学校は楽しい」と感じられるよう，学習指導や生徒指導の充

実に努めてまいりたいと思います。 

○家庭学習の継続的な取組の成果が出てきており，着実に習慣化は図られてきていると感じます。学校

から与える課題の内容や量の改善を図り，学習内容の更なる定着，意欲の向上を図っていきたいと思

います。 

○本校では会議や行事のない火曜日と木曜日の放課後には個別指導の時間を設定し，個に応じた補充や

復習の時間にあてています。今後は，学生等の学習ボランティアの導入が可能かどうか検討してまい

りたいと思います。 

○「保護者の方々は，お子さんの話をよく聞いている方が多い」というアンケート結果となりました。

お子さんの学校での様子，育ち等に関して，ご心配な点や要望等がございましたら，遠慮なく学校の

方へお知らせ願います。 
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ると１１０点もらえるんだよ！」とすごくうれしそうに話してくれてそのことがきっかけでまた字を

きれいに書くようになりました。先生方のちょっとした点数プラスや花丸の付け方が子供にはプラス

になるのだと思い，そういったことはこれからも続けてほしいと思います。 

・毎日の宿題が少し多いように感じます。 

・時々「宿題をした」とうそをつく時があります。その都度確認するのですが…。どうしてもできない

時があり，学校で休み時間等使って宿題をしてくれるので，ありがたく思っています。その時は反省

しているのですが…。今後ともよろしくお願いいたします。 

・学年や担任の先生によって宿題の取組に温度差があるように思います。もちろん本人のやる気にもよ

ると思いますが…。 

・その都度確認すればいいことですが，学年ごとの大まかな学習内容を教えてほしいです。○年生にな

ったら英語の勉強があるとか，クラブ活動にはどんなものがあるとか。ホームページを見るのを楽し

みにしております。でも今年から少し写真や字が小さくなってしまって見づらい気がします。 

・上の子も含め８年間お世話になりました。特に松陵小と西小が合併してから先生方がとても活き活き

として子供たちは学校へ行くのが楽しいだろうなと思う雰囲気を感じています。残り少なくなりまし

たが，どうぞよろしくお願いいたします。 

・子供も私も不安なことや困ったこと等を先生に相談させていただき適切な返答をいただけて助かりま

した。先生の業務が忙しいのに漢字ノートに書いていただいているコメントはありがたいです。私た

ちが知らないちょっとした様子を教えてもらえて助かります。 

・お世話様です。漢字練習の一言とてもいいです。「がんばろう」という気持ちにさせてくれます。あ

りがとうございます。 

・いつも大変お世話になっております。帰ってくると学校での出来事や習ったことを教えてくれるので

とても助かっております。また来校した際先生方が学校での子供の様子を伝えてくれるのでとてもう

れしく思っております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 

・先生方の熱心なご指導いつもありがとうございます。日々の業務も忙しい中，漢字の丸付けなどあり

がとうございます。花丸目指してがんばってほしいです。 

・いつも大変お世話になっております。アンケートは答えづらい場合がありました。「分からない」と

いう意味で，３で答えたものもあります。（Ｋ）は普通のお子さんのように，なかなかお友達と対等

な関係を築くことは難しく，時に理解が足りないためトラブルの元となり，軽くたたかれたり，大き

な声で注意されたりすることもあるようです。会話が成り立たなければ仕方がないことかと考えます。

優しくお世話をしてくださっている子供たちに助けられ，支援学校ではできない体験経験をさせてい

ただいておりますのでありがたいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

・昼の「はみがき」について，どうしてやらないのでしょうか？ 

・子供が「学校に行きたくない」と話したことがないので，学校が好きなんだなあと思っています。学

校で先生から注意されることも多いようですが，悪いことをしちゃいけないことをはっきり注意して

いただけるのは，親としてありがたいです。まわりの方々に見守られながら親子共々成長させていた

だいているように感じています。今後ともよろしくご指導お願いします。 
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★ 学校行事等に関して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《自由記述欄に寄せられた保護者のご意見》 

・町内会と学校の運動会をわけてやってほしい。そのかわり子供たちの種目を増やしてほしい。 

・小さい学校だからか運動会が統一感のない感じになっているような気がするので「学区民」という名

が付くから仕方ないのかもしれませんが，共存していないような気がします。 

・学芸会，運動会などの行事は力が入っていてとてもよいと思います。先生方の努力のおかげだと思い

ます。ありがとうございます。（他の市町村など簡単に済ませている地域もあるようなので） 

◆８【 学校行事等について 】 

・お子さんは，学校行事（運動会・野
外活動・学芸会等）や校外学習等，
さまざまな教育活動の中で豊かな
体験をしている。 （保護者 回答） 

・運動会，ふたば祭り，学芸会など，
学校の行事では楽しく取り組んで
いる。（児童回答） 

○ほとんどの保護者，子供たちは肯定的回答（「そう思う」「ややそう思う」）を示しており，学校行事や校

外学習等を通して，子供たちは豊かな体験，楽しい体験をしていると捉えていることが分かりました。 

○本校ではふれあい講座をはじめ総合的な学習の時間等に，教職員以外の地域の方々や専門的な技術をお

持ちの方々をゲストティーチャーとして多数招聘しております。地域の皆様のご支援・ご協力のおかげ

で，子供たちは豊かな体験をさせていただいておりますことに，改めて感謝申し上げます。 

○校外学習や講師を招いた教育活動については，学校・学年だより，blog 等でお知らせしておりますが，

教職員内の反省会においては，Web や blog の更新がまだ不十分であるとの意見も出ています。引き続

き広報活動の充実に努めていかなければならないと考えております。 

○毎年運動会の持ち方に対して，保護者の方から学校単独開催を望む要望が届いております。「お子さんが

運動している姿を十分に観たい」という保護者のお気持ちは十分に理解できるところでありますが，仙

台市の「杜の都の学校教育」では，「地域と共に歩む学校づくり」を最重要事項として掲げており，運動

会はそれを具現化する大切な取組であると捉えております。子供たちにとっては地域の皆様と交流でき

る大変貴重な場であり，また防犯等でお世話になっている地域の皆様に子供の成長の様子を見てもらう

絶好の機会でもあります。来年度においても学区体育振興会，連合町内会，PTA，学校の 4 者共催で行

う方針で進めています。雨天時における日程においては，４者の実行委員会において，見直しを図って

いるところです。また，種目数においては，学校単独開催にすれば数が増えるものではありません。種

目が増えればそれに要する練習時間も必要となりますが，他教科の関連で，これ以上体育の時間を増や

すことは難しいのが現状です。 

○学芸会の観賞場所について，貴重な意見をいただきました。前列の入替制に関しては前向きに検討させ

ていただきます。 

○本校は学区が広く，行事等で校庭の駐車場開放を望む声はよく分かります。しかし，本校の校庭には水

はけをよくする目的で地中に暗渠排水の設置（排水のための管を敷設し水を除去する方法）が取り入れ

られているので，車などの乗り入れはできる限り避けなければなりません。ご理解のほどお願いいたし

ます。 
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・今年の運動会は雨天で順延となりましたが，町内会と別だったことで全体的にスムーズだったことが

とてもよかったです。町内会含めての運動会は，なんとなく子供たちも時間が経つとともにだらけて

きてしまうような気がしたので，できれば子供たちだけの運動会を今後も望みます。先生方 VS 高学

年の子供たちのリレー対決も見応えがあって楽しめました。来年もぜひ。 

・運動会ですが，地域との合同をやめて小学校単体での運動会にしてほしいです。 

・運動会を地域と合同にせず小学校単体で行ってほしいです。 

・開校してから５年学区民運動会と別にしてほしいという保護者が多い中，地域の方々とのつながりと

の理由で今まできていますが，学校と一緒の運動会になってからは地域の方の参加も少なく本当のつ

ながりと考えるのなら別にすべきだと思います。来年度が小学校生活最後の運動会なのでぜひとも検

討し考えてほしいと思います。 

・町内会と合同運動会は以前のように別々にしてほしい。子供の競技が減ってかわいそうです。 

・運動会は，町内会との合同はやめてほしい。今年度の運動会は，朝方雨でしたが，天気予報でも次第

に晴れると分かっており，近くの学校は遅らせて開始したり，次の日に延期したりと対応だったのに

うちの小学校は平日に延期だったので見られない保護者の方も多くいました。これも町内会と合同で

あったため柔軟に対応ができなかったのではないでしょうか？毎年 PTAからも町内会からも別にして

ほしいという意見が出ているのでその声を無視せず『子供たちのため』の運動会を行ってほしいです。

小学生ファーストで考えてほしいです。 

・今年度より学年リレーが加わり，保護者が参観するのが増えて学校の様子を見に行ける機会が増える

のはうれしいです。ただお知らせがもう少し早くしてほしいです。（仕事の休みをもらうための手続

き間に合いません） 

・今年度から学年リレー等の保護者が見に行っていい行事が増えてうれしいが，学年だよりのお知らせ

が直前なので，分かり次第教えてほしい。（仕事の休みをもらう手続きが間に合わないため） 

・先日行われた学芸会についてですが，前の列に関して他の学校でも行われているような入替制だとい

いなと思いました。なぜかというと座布団やブランケットをひいて場所をとり，自分の学年のお子さ

んが出てないときに携帯をいじったり話をしたりしている様子が多々見られたからです。普段働いて

いて子供の成長を，学芸会を通しさらに感じられる場所だからこそそのように感じました。学芸会に

関しては前列のみ学年入替制にしてほしいです。 

・学芸会での一番前のシート席は，発表している学年の優先席にしてほしいです。 

・いつもお世話になっております。行事の際の駐車場として校庭の開放を提案します。学校から家が遠

い方で仕事もしているので駐車場があると行事に参加しやすくなり助かります。（他校では行われてい

ます）検討よろしくお願いいたします。（※校庭を使用しない行事のみ） 

 

 

★ 友達関係・いじめに関して 

 

 

 

 

 

 

◆９【 友達関係 について 】 

・お子さんは，よりよい友達関係を築

いている。 （保護者 回答） 

・私は，まわりの友達と仲良く過ごし

ている。（児童回答） 
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《自由記述欄に寄せられた保護者のご意見》 

・友達の真似をしたりバカにしたりするような発言が気になります。わが子もまた然りで，先日ふたば

学級の子の真似をしようとしていたので注意しました。いじめはちょっとしたきっかけで被害者加害

者のどちらの立場にもなり得るので気付いた時にはわが子はもちろんのことよその子に対しても声

がけしていきたいと思います。学校生活の中で相手を思いやったり，相手の立場に立って物事を考え

られたりできるような想像力を身に付けてほしいです。今後ともご指導よろしくお願いいたします。 

・各学年２組までという小さい学校のよさがいっぱいあり，クラス関係なく友達関係を築けているよう

です。他学年にも友達ができたりして嬉しそうに話をしています。先生との距離も近く子供にとって

信頼が持てる唯一の家族以外の大人だと思っているようです。 

・いじめ対策しっかりしてくれていると思います。担任の先生が最近何か違うなと様子を見て，親にも

連絡とってくれ子供に居場所をみつけてくれようと働きがけしてくれました。ありがとうございまし

た。 

・いじめについて取り組んでいるのはわかりますが，低学年はいじめとそうでないことの区別がまだで

きないようでアンケートをもって帰ってきてもたった１回お友達にされたことをいじめと受け取っ

てしまいます。難しいテーマだと思いますが，学校でもいじめとそうでないことの区別を取り入れて

低学年でも分かるような授業をしてもらいたいなと思いました。家庭でも区別のしかたは教えていま

◆10【 いじめについて 】 

・学校では，いじめに関する取組を適

切に行っている。 （保護者 回答） 

・学校の先生は，いじめ等，困ったと

きに話を聞いてくれる。（児童回答） 

○アンケート結果では，９割の子供たち，保護者の方々は，「まわりの友達と仲良く過ごしている」「より

よい友達関係を築いている」という肯定的な見方をしていますが，１割の保護者の方は交友関係に不安

を抱いていることが分かりました。 

○「学校では，いじめに関する取組を適切に行っていますか」という問いに対して，「そう思う」と回答さ

れた方は２８％，「ややそう思う」と答えた方は５６％に留まり，残り１５％はまだまだ不充分であると

回答なさっていました。いじめ対応に関しては，昨年度に引き続き仙台市教育委員会の最重要課題でも

あり，１００％の保護者の方が安心してお子さんを学校へ送り出せるよう，いじめの未然防止と早期発

見，早急な対応に努めていく所存です。特に道徳教育，普段の教科指導の中で，生命や人権尊重に重点

を起き，「いじめを生まない学校風土の醸成」を目指していきます。 

○いじめの定義については，まだまだ共通認識に至っていない面が見受けられます。いじめ防止対策推進

法の第２条では，「いじめ」とは，『児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該

児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネッ

トを通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じている

ものをいう。』と定義づけされています。本校のホームページにおいて，「泉松陵小学校いじめ防止基本

方針」を示しているので，一度ご覧になっていただきたいと願います。 
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すが…。 

・いじめについてはわかりません。教室でケンカしている子供がいてもそのままだったりするというの

は教育なのでしょうか？何も解決されないままになっていないのかと思うのですが…。 

・高学年でいじめがあったと聞きました。現在，中学校でも２学年でいじめがあるということを聞いて

小学校からずっと続いているということを知り，怖くなりました。人数の少ない中で，成長していく

のがよいことなのか，わるいことなのか…と不安に感じてしまいます。生徒たちの関係性にもっと注

意が必要なのではないでしょうか。 

 

★ PTA活動，子供会，地域での活動に関して 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《自由記述欄に寄せられた保護者のご意見》 

・役員の決め方…役員をやろうと申し出たが，もう一人いたのでじゃんけんで決めることになり，負け

てしまった。その次の年にやれる権利がほしい。 

・校区の役員を各子供会からではなく，小学校の役員として選出してほしい。最近はどこの子供会も入

会しない家庭が増えており，その少ない中から子供会役員と校区役員を選出するのは厳しい状況です。

しかも校区主催の行事は学校から全児童に案内されており誰でも参加できるのに子供会入会の親だ

けが役員を負担するのはおかしいと思います。それでなければ全児童が子供会に入会するように学校

からすすめてほしいです。 

・夏休みのプール開放の日数を減らしてほしい。他の学校は８月に入ってから２週間，１日２回程度の

ところが多いようです。その代わりにサマースクールの日数を増やしてほしいです。松陵地区は学力

が低いといわれているので，もう少し学習に力をいれてほしいです。 

◆11【地域活動，PTA について 】 

・学校・子ども会・地域の行事等に積

極的に参加し，保護者同士のつなが

りを深めている。 （保護者 回答） 

・地域の行事や子ども会の行事にはす

すんで参加している。（児童回答） 

○PTA 行事や地区子ども会行事への参加に対しては，以下のとおり様々なご意見が寄せられました。PTA

運営委員会等の折に，学校からお伝えしたいと思います。 

○夏休みのプール開放事業は，夏休み中の子供たちの体つくり，居場所づくりに対する市教委と市 PTA

協議会の共催事業となっております。市の補助金を受けながら，本校の PTA で運営する形となってお

りますが，保護者の皆様には，夏の高温の中，子供たちを見守っていただき感謝申し上げます。 

  本年度のプール開放日数は，昨年度保護者の皆様からいただいた意見を検討した結果，2 日短縮し，18

日といたしました。今まで本校では，大学生にプール監視員をお願いしてきましたが，７月下旬～８月

上旬は大学の試験期間と重なっており，プール監視員の確保が年々難しくなっているのが現状です。こ

の点についても考慮しながら，来年度のプール開放日と日数については，PTA 本部役員やプール委員

の方々と検討しながら，計画を進めていきたいと考えます。 
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・本部役員の仕事を減らし，その分お手伝いを募集してはどうでしょうか。それにより本部役員を希望

する人も増えれば，役員選考委員の仕事も負担も減ると思います。 

 

★ 防犯ボランティア，その他の意見について 

・毎日笑顔で楽しく登校させていただいています。登校コースには毎朝地域の方が立って見守ってくだ

さり，とても心強くそしてありがたく思っております。今後も地域のみなさんと連携して子供たちの

学校生活が豊かなものになってゆけばうれしく思います。 

・地域の方には，登校時見守り活動をしていただき，とても感謝しております。 

・先生方にはいつも子供たちのことを見守り指導していただきとても感謝しています。朝校長先生は門

に立ち子供を出迎えてくださり他の先生よりも早く来て声を掛けている姿はとても素晴らしいと頭

が下がる思いです。 

・今年度に入ってから小学校の blog が一回しか更新されていないことが残念です。仕事の都合で行事

に参加できない時，blogで様子を知りたいので更新お願いします。 

  子供から担任の先生だけでなく他の先生方のサポートで勉強も行事も楽しくできると聞いておりま

す。先生方の連携に感謝しています。一つ要望としては，変えることのできない家庭環境を引き合い

にご指導いただくことはとても辛い気持ちになりました。変えられないことではなく変えられる事例

をもとにアドバイスいただけると有り難いです。 

・鳥小屋？に何もいないのは理由があるのでしょうか？動物を飼育することは豊かな心を育てる近道だ

と思います。アレルギーの子もいると思いますので難しい問題があるのかもしれませんが，ご検討く

ださい。 

・髪型が目立つ先生がいる。（キバツすぎ）特定の人に対し，あいさつをしない先生。以上同じ先生。 

・生徒の前で愚痴のような独り言を言う先生がいて子供からそれを聞くととても不愉快。 

・何を書いても意見が通らない事はわかっているので何にも書かないし，期待もしません。一分一秒で

も早く卒業したいです。 

・ＮＨＫのテレビ局見学がテレビにうつるのを祖父母も楽しみにしていたのでうつらない事情は分かり

ますが，残念に思いました。 

 

 

◆ 平成 29 年度 第２回学校評議員会・学校関係者評価委員の皆様から 

 

１月３０日（火）に、今年度第２回目の学校評議員会・学校関係者評価委員会を開催いたしました。

今回も，評議員・関係者評価委員の皆様に加え，松陵地区の子供たちと関わりの深い松陵児童センター

の館長さんにもご参加願いました。 

今回は，主に 12 月に実施した学校評価アンケートの結果について説明を行いました。参加した方々

からいただいたご意見・ご感想は以下のとおりです。 

 

○ 子供を育てるのは，学校だけではない。保護者の役目，地域の役割というものがある。学校に任

せ過ぎているのではないか。保護者や地域がさらに積極的に関わるべきである。 

 

○ ２か月に一度の地域清掃等に，子供たちの参加を促し，地域のみなさんと子供たちがもっといっ
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しょに活動する機会を設けていきたい。子供たちがより自主的に参加できればうれしい。 

 

○ SNS等を見ると，自分本位な発言が増加している。アンケート自由記述欄を見るとその流れが見ら

れる。まずは家庭教育。子育ては，家庭がベースであると思う。学校に依存し過ぎているのはない

か。 

 

○ 子供の問題行動に気付いた場合は，もっとアクションを起こしてほしい。自分の子供だけでなく，

他の子供たちにも目を向けるべきである。他の子供たちも含めて，松陵の子供たちをみんなで育て

ようとする意識が重要だと感じる。 

 

○ 親の世代は，もっと地域とのかかわりを持つことが大事だと思う。自分たちが育てた子供が今の

親世代。その親たちの意識（地域との関わり）が低下しつつあるのは残念である。 

 

○ 泉松陵小は，２つの小学校が１つになってできた学校である。旧松陵小，旧松陵西小だった地域

の融和をさらに進めなければならない。それは町内会の努力事項でもある。松陵は一つという全体

意識を高める必要がある。 

 

○ 協働型学校評価のアンケート結果を見ると，保護者の結果と教職員の結果は，傾向が似通ってい

る。子供たちの見取り，子供たちへの思い，意識も２者は同じなのではないか。 

 

○ アンケートに寄せられた各先生のアイディア等，子供を思う気持ちが表れている。こういう事例

がもっともっと増えていけば，学校はさら楽しいところになる。先生方の努力に期待したい。 

 

○ PTA役員や委員となって，初めて知ることがたくさんあった。地域や学校をよりよく理解するために

も皆さんに参加してほしい。 
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