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Ⅰ 今年度の「協働型学校評価」の重点目標「届けよう，相手が笑顔になる言葉」に関して 

 

 

【学校より】 

３２３の御家庭のうち，１６０の回答をいただきました。ありがとうございました。 

【学校より】～「届けよう，相手が笑顔になる言葉」について～ 

「できている」「ほぼできている」を合わせると，「すすんで挨拶」，「優しい言葉遣い」が共に７５％

となりました。当初の目標７０％をクリアしたことになります。まだまだ，教職員からの声掛け等，児

童を励ましていくことはできると考えられます。御家庭での更なる応援をお願いいたします。 

 

 



Ⅱ 鹿野小学校が育成を目指す３つの児童像に関して 

 

（１） お子さんは，学校で「できること」を増やそうとしている。 

 

 
【保護者】           【児童】 

 

（２）お子さんは，学校で進んで考えたり，挑戦したりしようとしている。 

 
【保護者】           【児童】 

（３）お子さんは，学校で「楽しいこと」を見つけようとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【保護者】           【児童】 

 

 

 

 

 

 

 

【学校より】～３つの児童像について～ 

 「できている」「ほぼできている」を合わせると，「できること」が８０．３％，「考えたり，挑戦し

たり」が，８１．３％，「楽しいこと」が８４．４％といずれも高い評価をいただきました。児童の自

己評価もほぼ同様でした。感染予防対策が厳しい中，条件に合わせながらもお子さんの成長を感じ取っ

ていただいているものと考えます。お子さんの「やる気」を十分に引き出しながら，能動的に動いてい

くことができる姿を学校と家庭・地域が一体となって応援していきたいと考えます。 



Ⅲ-1「つのぶえプラン２０２１」の重点目標「つよい体」に関して 

 

 

 

Ⅲ-2「つのぶえプラン２０２１」の重点目標「のびる力」に関して 

 

 

 

【学校より】～つよい体について～ 

 「できている」「ほぼできている」を合わせると，「基本的生活習慣」が９４．４％，「防災・安全」

が９０．６％とこれも高い評価となりました。体温チェック，マスク，早寝早起き朝ごはん，次の日の

準備等，継続した御家庭での声掛け，励ましに感謝申し上げます。 

 



 

 

 

 

Ⅲ-3「つのぶえプラン２０２１」の重点目標「ふれるやさしさ」に関して 

 
 

【学校より】～のびる力について～ 

 「できている」「ほぼできている」を合わせると，「できた，のびた」が７９．４％，「ＧＩＧＡ端末」

が７１．９％，「個別指導」が５４．４％となりました。先ほどまでの結果と比べて，「わからない」と

の回答が多くなっています。おたよりやブログ等で，学校生活のようすをお伝えしてきましたが，今後

もより一層学校生活について，ご紹介していきたいと考えています。 

 

 



 

 

 

 

Ⅲ-4「つのぶえプラン２０２１」の重点目標「えがく未来」に関して 

 

 

 

【学校より】～ふれるやさしさについて～ 

 「できている」「ほぼできている」を合わせると，「いじめ」が７０％，「道徳」が６６．９％，「特別

支援教育」が５７．５％となりました。これも「わからない」との回答が多くなっています。学校では

様々な取組を進めておりますので，これから一層御理解いただくことで，成果を実感していただければ

と存じます。 

 



 

 

 

【学校より】～えがく未来について～ 

 「できている」「ほぼできている」を合わせると，「人材活用」が８０％，「連携活動」が５０．６％，

「コミュニティ・スクール」が４０．６％，「ＷＥＢ・ブログ」が８９．４％となりました。「連携活動」

については，コロナ禍により，ほとんど実施できていません。次年度は取り組めることを期待していま

す。「コミュニテイ・スクール」については，さらに情報の発信に努めます。 

 

 
【評議員・関係者評価委員の皆様より】 

評価委員の皆様からは，「毎月の振り返り，意識付けがしっかりと行われており，振り返りを大切にし

ていることがわかる。長く学校に関わってきたが，成果が表れてきていると感じる。もうちょっと自分

も何かできないかと感じている。これまで，長中進学者は，他校出身者に押され気味であったが，現在

は積極的にチャレンジする姿が多くみられている」などの貴重な意見をいただきました。 

 

 



 

Ⅳ 「つのぶえプラン２０２１」など，鹿野小の学校運営全般に関して，御意見や御感想，改善の要望等があ

ればお聞かせください。なお，学校からの返答が必要な場合は，アンケート冒頭の記名欄にお子さんのお名前

をご記入の上，その旨もお書きください。無記名の場合はお答えしかねます。 

 

・学校でできているかわかるような発信をしてほしい。 

 

・先生方が日々創意工夫をしてプランに沿った指導をしてくださっていることが、毎日のブログを読ませていた

だくことで伝わってきます。そして、我が子が毎日意欲的に学校生活を送る姿を見ることができて嬉しいです。

ありがとうございます。 

 

・不登校のため、回答出来ない所はわからないにしております。不登校児に関する特別教室等、実情に合った学

校整備がなされていないように思われます。設備、教員を含め早急な整備が必要ではないでしょうか。 

 

・学校の色々な運営はとても良く行われていると思います。 

 

・正直なところ、このアンケートがよくわかりませんでした。子供が学校で実際にどのようにしているかは見て

いないので、本人ができてると言えばそのとおりチェックするしかないです。 

学校の取り組みも、何を基準にできているか否かを判断すれば良いのでしょうか？ 

 

・学習発表会について英語劇より日本語の劇の方が子供達も感情をいれやすく楽しめるのではないかと思います。 

 

・各クラスにアルコールの設置をお願いします。 

 

・我が家にはパソコンが無いのですが、子供はタイピングをやりたがっているので、もっと Chromebook の貸出

しを行なってほしかったです。 

 

・校長先生のブログを毎日読んでいます。お忙しい中、毎日丁寧な文章を載せて下さってありがとうございます。 

コロナ禍ということもあり、学校の様子が分かりにくい今の状況下で校長先生のブログは本当に有り難いです。 

毎日の給食の写真が見られるのも嬉しいです。 

 

・外で遊ぶことが良いという発信は、プレッシャーを感じる。 

 

・どのような内容なのか知りたいです。それが本当に学力向上に繋がっているのか実績を知りたいです。ただプ

リントをやらせる、宿題をやらせる等の時間なのか、一人一人と向き合って勉強する時間なのか聞きたいです。 

 

・コロナ対策で大変な中，様々なことにとても丁寧に対応，取組をしてくださっているように思っています。本

当にありがとうございます。高学年になり，子供たちの成長とともに，悩みを抱えたり，外に出せなくなったり

で，大人も対応しづらさがあるように思うことが増えました。自身の子供時代を考えても，相談のしやすさ，受

け入れの姿勢が見えると，子供たち自身の安心感も違うと思います。温かい環境を目指して取り組んでくださっ

ていることに感謝します。 

 

・コロナの影響もあり、学校行事も減り学校での子供の様子を直接みる機会もなくなりつつあるので残念。ブロ

グは、ありがたいです。 

 

・つのぶえプラン 2021の詳細がわからない。個別指導の充実に向けた取組，いじめの未然防止・早期発見・迅速

な対応，コミュニティ・スクール設置に向けた準備について，どのような事をしているのか，よくわかっていま

せんでした。詳しいことを知りたいです。 

 

・なかなか行事運営が難しいなかで、行事を行っていただきありがとうございます。出来る行事を早めに判断し

遂行していだき、大変ありがとうございます。 

 

  



Ⅴ オミクロン株による感染拡大も心配される中，当面の間は「感染予防」を大切にした学校運営や行事設定

が求められることが想定されます。今後の「withコロナ」の学校運営や学校行事(運動会や学習発表会，授業

参観等）の在り方について，保護者の立場から，御意見や御感想等があればお聞かせください。 

 

・出来ることは、これまで通り出来たら良い。 

 

・学校側は大変かと思うが、運動会の様な運営をしてもらえるといいとおもう。 

 

・感染対策を講じながらも子供達の発表の場が減らないよう、学校行事を行なって欲しいと思っています。 

 

・感染予防ももちろん大事ですが、やはり学校での姿も見る機会も是非ほしいので行事はなるべく中止しないで

進めてほしい。先生達も大変だと思いますが、宜しくお願い致します。 

 

・すべての行事において、感染対策を講じた上で実施すべき。全校一斉は難しいが日に日に変わる子供の成長を

見たいと同時に、子供本人のモチベーションアップにも繋がる 

 

・学習発表会は 2年連続ありませんでしたが、その代わりに授業参観を開催していただいたことで子供の様子が

見られたので良かったです。ありがとうございました。 

 

・これからも小学生の運動会は町内会とは別にして下さい。 

 

・今までよりも感染対策をより厳重にする必要があるのではないでしょうか。特にワクチン接種率があがってい

るとはいえ、体や心の状況で打てない人(親も子供も含む)もいますので。 

 

・コロナによる学校行事の変更や縮小は致し方ないと思っています。 

 

・色々な工夫をありがとうございます。 

 

・授業参観など、工夫していただいていると感じます。 

 

・これからも時間差などを使って、短時間で開催する方向でやる等、大人数で集まらないように工夫していだだ

けると、感染拡大に繋がらないと思います。 

 

・学校行事に関して、可能な限り分散開催をしていただけると、安心して参加ができます。 

 

・運動会など昨年と同じでいいです。 

 

・感染予防に注意しながら、運動会や発表会などの行事をなるべく実施してほしい。 

 

・感染対策を十分に行いながら、無理のない範囲で地域や保護者らと協働していければ良い。 

 

・学校行事(主に室内で行う発表会や授業参観など)、オンライン(zoom)を積極的に使用した方がいいと思う。 

 

・感染者や濃厚接触者が今後増え学校や身近な人達から出たとしても大人が冷静さと寛容を持ち対応するのが良

いと思います。 学校行事はできるだけ行える事を切に願います。 

 

・授業参観を分けてやってもらった事はとても良かったと思いますので今後も同じ様にやっていただけたらと思

います。 親としても学校の行事に参加する事であらためて子供の成長を感じたいと思います。学習発表会など

も中止にするのではなく、各家庭一人に限定したり、学年ごとに完全入れ替えなどをすると大変ではありますが

感染予防にもなると思います。 

 

・学校行事全般は中止ではなく、分散する形であっても実施して頂けるとありがたいです。 

 

・日にちを分散化する 



 

・卒業式、児童達と一緒に保護者も参加させていただきたいと願っておりました。 

 

・過度な負担にならなければ、状況に応じてオンライン開催なども検討してはいかがでしょうか。 

 

・感染対策はもちろん万全にしつつ、学校での子供たちの様子を見れる機会が増えたらいいなと思います。 

 

・先生方のご負担は増えると思いますが、引き続き、保護者は分散型で参加できるとありがたいです。 

 

・感染予防を大切にしつつ、無理のない範囲で子どもたちの学校行事をこれまでもして頂けたと思います。分散

した形での行事はこれからも続けて頂けるとうれしいです。 

 

・すごく楽しみにしていた水族館も行けず、学年が上がってしまい、クラスの友達と二度と行くことがないと思

うと悔やまれる。学習発表会も残念。オミクロンがある以上、学年ごとの入れ替えでも怖いので仕方ないとは思

っていますが… 

 

・分散の形での開催でいいと思う。 子どもたちの練習の成果の発表の場所や、親が見る事が出来ないのは寂し

いため時間をずらしての参観の形で、学芸会も行ってもらいたかった。家での練習している姿もよくみていたの

で、動画で配信してもらえたことは本当に良かったと思います。 

 

・流動的な時勢にも関わらず、その時その時のギリギリを見極めてできる限りの対応をして下さっている、と感

じています。 

 

・運動会、授業参観などできる限りの範囲で子供たち保護者にそういった場を設けていただけていると思います。 

発表会に関しても残念ながら開催には至りませんでしたが、子供たちが従来と同じように志倉太鼓を学ばせてい

ただきその演奏を保護者が別の方法で見せていただけたことに感謝しております。 有難うございました。 

 

・まずは忙しいなか、日頃の先生方の対応に感謝申し上げます。 なかなか難しい問題ではありますが、学校行事

は家庭では見ることのできない、違った子供の表情を見ることができる貴重な時間ですので、可能な限り拝見し

たい気持ちではあります。 先日 You Tubeでの太鼓の演技披露のように、家庭からでも見ることができると、と

ても良いと思います。 子供と一緒に拝見させていただき、楽しむことができました。ありがとうございます。 

 

・学習発表会が中止になり、支倉太鼓を直接見る事が叶わなかった事が心残りです。(動画を配信して下さって

ありがとうございました) 運動会は地域との繋がりの場である事は重々承知しておりますが、今年度のように学

年を区切って短時間・少人数での開催の方が待ち時間も無く、昼食等の準備や場所取りも発生しない為、保護者

としては負担が無くてとても良かったです。 

 

・学校行事は、ただ中止とするだけでなく、子供の成長発達に必要な経験が積めるよう代替え案や、対策などを

引き続きお願いしたいです。 子供にとっては一生に一度しかない学年なのでよろしくお願いします。 

 

・昨年度今年度とコロナ禍で試行錯誤しながらの授業や行事開催など、ご苦労の多い毎日だと思います。昨年度

今年度は中止になった行事も多くあり残念でしたが、その時その時で最善の決断をして下さったと思っています。

今後も、しばらく同じような状況が続くと思いますが、引き続きその都度検討して判断していくしかないのでは、

と思います。 鹿野小学校の先生方を信頼しているので、先生方の判断にお任せしたいと思います。  

 

・運動会や鹿野フェスタなどの大きな行事については、昨年度今年度のような小規模な開催も良いと思いました。 

私自身、平日は毎日フルタイムで働いているので、大きな行事に準備から関わるのは負担が大きいのでは、と感

じています。 

・学校行事、ぜひ実行していただきたいです。 もちろん今まで通りではなく様式を変え、分散や短縮の対応でい

いと思います。 

 

・欠席した場合、授業をオンラインでも受けられるようにしてほしい。 

 

・感染予防をしながら、子供達が楽しみにしている行事はやっていくべきだと思う。運動会は屋外である為実行



はもちろんのこと、学習発表会も学年毎など工夫しながら行うべきだと思う。今後コロナがなくなることはない

ので、その中で中止にするだけでなく、どう工夫して学校行事を行っていくのか考えたいです。 

 

・分散して行事に行けているのはとてもうれしく思っています。ただ，今年は，大型の行事（鹿野フェスタ，発

表会など）がつぶれてしまったのは残念でした。発表会のようなものは，学年分けでできなかっただろうかとも

思います。ただ，やはり学校側でないと分からないことも多いので，学校の考えにできる限り親も協力して実現

できるのがよいのかなと思います。 

 

・学校での子供の様子を直接みたいです。昨年の運動会のソーラン節、静かなソーランは、初めてみたので物足

りなかった。 

 

・授業参観は、両方の親が参加できるようにして欲しい。我が家は奥さんのみだけ参加し、私（父親）が参加で

きなくて悲しい。 また、感染予防についてしっかり行えているが、次の感染拡大に向けての対応が必要だと思

う。その対応の中に『体調変化の言いやすさ』を含めて欲しい。現在感染予防や感染した人に対して、厳しい目

が向けられているが故に体調不良を言い出しづらい環境が出来ていると感じる。感染予防のプロである医療従事

者でさえ感染するのだから、一般人は感染する時が必ず来ると思う。なので、体調に変化があった際は気軽に相

談出来る環境を作って欲しい。そうしないと言えない子供や隠す親など出てきてしまうように感じる。 今後も

感染予防をしっかり続けて欲しいが、上記の『体調変化の言いやすさ』がある環境を整えて欲しい。 

 

・コロナの心配もありますが、子供の学校での様子は短い時間でもいいので、見たいです。 

 

・運動会については，昨年同様，学年ごとに時間を決めてやることに賛成です。わが子の様子，みんなで協力し

て頑張る様子が見られたことで成長を感じました。学習発表会は，ぜひしていただきたいです。前までは保護者

がプールや鹿野フェスタ，夏祭りなどの仕事を振り分けてしていたのだから，学習発表会の準備や消毒作業など，

当然保護者がやるべきだと思います。授業参観も先生方は大変だとは思いますが，回数を増やしてほしい。懇談

会もできるといいと思います。 

 

・①子供たちもアルコール消毒出来る環境を整えてほしいです。  

②大人数が集まる運動会はコロナ感染の心配もあるので、地域の方々も参加する形ではなく、今年度のように子

供たち(学年をわける形)だけにして欲しいです。 (コロナの心配だけではなく、コロナ禍以前の運動会では、せ

っかくの子供の晴れ舞台なのに親が他の競技に参加しなければならなかった為、主役である子供の競技をみるこ

とが出来ない事もあり、子供に感想を求められても答えられない状況にありました。)  

③学習発表会や授業参観はコロナの状況が落ち着いてない時は無理にやる必要はないのではないかと思ってい

ます。 先生方が大変だとは思いますが、その様子を録画した映像を見る事が出来れば、当日学校に行けない保護

者でも子供の様子を確認出来るので非常にありがたいです。 

 

・学習発表会を開催してほしい 

 

・コロナ禍で発表会など中止になるなかで何故外部から招いての授業（しめ縄作りや外国人講師の授業など）は

やれるのか疑問です。書き初めや発表会など学校内でできることはやってはいいのでは。保護者としても観たい

です。 

 

・今年度のような、保護者が密にならず、見学できる運動会や、授業参観の方が、親もとてもみやすかったので、

臨機応変に対応していただければありがたいです。 

 

・卒業式は保護者も一緒に参加させていただきたいと思っています。 

 

・授業参観や運動会は、コロナ禍でもやってほしいです。1 時間とか短い時間でも良いので元気に過ごしている

姿を見たいです。 

 

 

 

 

 



Ⅵ 鹿野小学校・教職員・子供たちの「よさ」を見取る「いいとこみつけ」をお願いします。いくつ書いてい

ただいてもけっこうです。 

 

・メールによる緊急連絡やアンケートのシステム、本当に便利でありがたいです。 Googleマップを活用した授

業も聞きました。 ネットをうまく活用されているようで、すばらしいと思います。 手書きや紙でなくとも構わ

ない部分はどんどん IT化していただき、業務の効率化に役立てていただきたいです。 ただでさえ大変なお仕事

ですので、楽を悪と思わず、伝統に縛られず、簡略化できることはぜひ行ってください。 その分子供と向き合え

る時間が増えたらいいなと思います。 

 

・以前、クラスメイトとトラブルがあったわが子ですが、今は楽しく学校に通えているようですので、先生方の

おかげと思っています。 些細なことにも対応してくださり、いつもありがとうございます。 

 

・自分から出来たら、誉めてあげ伸ばしてあげたい。 

 

・電話をした際に丁寧に応対してくれる 活発に遊んでいる 

 

・子ども達は皆仲が良い。子ども達は、先生を信頼しているように見える 

 

・休み時間に先生方と遊び、先生との距離が近いこと。 学習に対しても、つのぶえタイムなどありしっかり指導

してくれるところ。 朝レクの時間があり、クラス全員で遊ぶ時間があること。 

 

・学年で仲良し 

 

・校長先生の出す「なぞなぞ」は 1年生にとっても校長先生に声を掛けるきっかけになり、普段コミュニケーシ

ョンを取ることの少ない校長先生との良いコミュニケーション方法だなぁと感じました。 ブログいつも楽しみ

に見ています。給食の写真も楽しみです。 

 

・児童数が少ないので担任以外の先生方の目も届きやすいのかなと思います。校長先生のブログ、子供達の様子

など、楽しく拝見させていただいております。 

 

・子供達も明るく素直で、学校では楽しく伸び伸びと過ごしているのを感じます。先生方のおかげだと思います。 

 

・多くの教員の方たちは、子供たちをよく見ていただいていて、安心して預けられます。 子供たちは素直で、よ

く挨拶してくれます。 

 

・先生が子供と一緒に遊んでくれる。 校長先生がクラスを回ってくれる。 クラスの垣根を超えて交流がある。 

 

・担任の先生には、いつもきめ細やかなご対応をしていただき感謝申し上げます。 生徒の様子をとても良く見

てくださる上、必要な対処も迅速にとっていただき、お陰様で子どもも毎日安心して楽しく登校できています。 

 

・子供達の為に色々な面で取り組んでくれているように感じる 

 

・各学年も男女関係なく仲良く学校生活をしていると思います。 平坦な道ではなく坂道の多い所から通学して

いるお子さんが多いと思いますが皆、安全に気をつけて元気に登下校している姿に感心しています。 

 

・漢字書き取りの宿題が丁寧に出来ていると褒めてくれる。給食が温かくて美味しいと子供が喜んでいる。 

 

・教職員の皆様は、子供達のことを本当によく見ていてくれると感じています。子供達も元気でよく挨拶をして

くれます。 

・先生方が、子どもの良いところを見つけてくれるところと、苦手なところを見守りながら促してくれるところ。  

 

・コロナ禍の中でも、子ども達が楽しめる行事を工夫して行ってくれるところ(中止になったとしても、子ども

達が代わりに楽しみにできる場を設けてくれるところ。 

 



・男女問わず仲が良く、素直な子が多いと思います。 

 

・児童の様子を見ていると、〝みんな違って、みんな良い‘‘という雰囲気を感じ、素敵だと思います。 

 

・応援上手な先生が多いので、心強いです。親子共々、応援にこたえたくなります！ 

 

・先生、児童ともにあいさつが出来ていて、学校行くだけでも楽しくなります。 

 

・感染対策がしっかりできていると感じます。コロナ禍の中大きな感染も出さずに授業を継続していただけてい

ることに感謝です。 

 

・夫が校長先生のブログが大好きで、いつも二年生いないかなーとチェックしています。学校の様子が分かって

安心できます。 給食もアップして下さっているので、それを見ながら親子で会話しています。 娘は今日の給食

がいかに美味しかったかを話してくれます。 その給食ですが、娘は元々食が細かったのですが、小学校に入って

から給食がとても美味しいと、すごく食欲が増して食べるようになりました。クリスマスのデザートのアンケー

トなど、自校給食の良さを最大限発揮して手間と工夫を凝らしていただき、いつも感謝しています。 

 

・リーダーである校長先生が素晴らしいから、先生方、そして、学校全体が素晴らしくなっていくのだと感じて

います。方針や取り組みに安心して、子を預けることができています。 コロナ禍で、平常以上に大変なことが多

い中、工夫しながら、授業や行事を考えて下さり、感謝しています。 

 

・きちんと挨拶ができる 温かい雰囲気 笑顔を見せてくれる 子供の個性を尊重してくれる 情報発信がしっ

かりできている 思いやりの気持ちがある キラキラ言葉の発信 等々。 

 

・のんびりした校風が子供達にも居心地がいいと思います。先生方も子供一人ずつを丁寧に見てくださっている

のを感じます。いつもありがとうございます。 

 

・学校に伺う機会が無いので、ブログで日常の様子を見る事が出来て非常にありがたいです。 

 

・少人数の良さと思いますが、学年のほとんどが顔見知りとなれることで、良いコミュニティを形成していると

ころがいいところと思います。 

 

・クラス内で男女分かれることなく仲が良い 担任の先生がクラス一人一人を良く見て下さっている 先生と子供

たちの仲が良い 校外から様々な職業のかたを招待して多角的な授業をしている 「校長先生の森」がある（自然

が多い） 

 

・鹿野小学校は子供のことを第一に考えている良い学校だと思います。 

 

・担任の先生からの学級通信がいつも楽しみです。 一年生の時の学級通信も全部ファイルしています。先生の

気持ちがたくさんつまっていて今でも涙が。 ほぼ毎朝地域の子供たちを見送りますが、日々あいさつだけじゃ

ない会話も増え、子供たちのおかげで楽しい朝です。 

 

・子どもがあまり学校での出来事を話さない(おそらく忘れてしまっている)ため、クラス便りで情報を知ること

ができ大変助かっています。毎日のように発行していただき、感謝しています。 

 

・登校時、朝の挨拶をしてくれる子がいる。 信号機のない横断歩道で車を停めて渡った後、車に対してきちんと

お辞儀をしていた子がいる。  

 

・我が子は毎日楽しんで学校に行っています。鹿野小学校の生徒は生き生きしている感じがします。 

 

・自分の頃と比べて，というのが多いのですが，どの先生も子供たちに対してフランクであったり，昔比べてア

ットホームというか，話しやすそうな空気感など，やわらかい雰囲気で接してくれる先生が多いのが，鹿野小の

良いところだと思います。このご時勢もあるかとは思うのですが，「こんなに子供たちに真剣でまっすぐに向き

合ってくれている」という先生が多いことが，もっと親御さんに伝わるといいと思います。 



 

・学級通信でいいことをした人が載せてあり、こんな一面もあるんだと感心すると同時に、先生もよくみてるな

と思った。 

 

・人の良さにスポットライトを当てるのは、とても良い。良さの他にもスゴいとこやオモシロイとこなど分類を

分けてみても色んな話を聞けて楽しいと思う。 親のいい所なども書いて、子供から話してもらえたら、すごく嬉

しいし、さらに子供を大好きになる。 

 

・鹿野小ブログが日々更新してくれる。 メールで緊急のお知らせをしてくれる。 特別授業がたくさんある。 給

食が美味しい。 

 

・子供達が明るく、クラス関係なく仲良くしているのが良いと思います。 

 

・先生方，保護者の方の挨拶がよい。 子供たちの挨拶がよい。 子供たち，先生方がやさしい 校長先生の毎日の

ブログが楽しみです。学校の様子や地域の様子が分かってよい。 先生方が子供たちにかける言葉が丁寧で優し

い。 地域の方が学校に行きやすい雰囲気がよい。 様々な方のお話を聞く機会が多いので，成長につながること

がよい。 

 

・クラスが少ない分先生との関わりが深くなり暖かく安心して預けられました。ありがとうございました。 

 

・子供の学校の様子を連絡いただき、とても助かっています。家でもできる範囲で改善・対処していきたいと思

います。今後もよろしくお願いします。 

 

・アットホームが長所であり、短所であると感じることがあります。 

 

・学校の先生方は、親身になって相談ものっていただけるし、児童達のことを考えてくれているので、安心して

おります。 

 

・少人数指導の先生の授業内容が工夫されていて、楽しいそうです。ありがとうございます。 担任の先生の「お

母さん」感に時にジーンときます。教師であり母である目線から、悩まれることもあるかと思います。その中で

子どもたちに向き合ってくださっているのだと思い、感謝致します。 



 

 

 

 

【学校より】～記述欄について～ 

〇「つのぶえプラン」の取組 

 協働型学校目標の重点目標については，あいさつも，言葉遣いも，児童，保護者，両方から目標の７

割以上のプラス評価をいただきました。御協力ありがとうございました。今後，次年度の目標を考えて

参ります。継続であれば，目標数値をアップ，変更であれば，今回新設される「学校運営協議会」の中

で検討して参ります。 

目指す児童の姿とした「できた」「どうなる」「たのしい」は，いずれもプラス評価が８割以上という

高い達成意識であることが分かりました。これは，子供たちにも分かりやすい言葉で，折に触れ繰り返

し話してきたことや，ＧＩＧＡ端末を使って，毎月取組を振り返るアンケートを子供たちに実施してき

たことが大きいと思います。子供たちにも浸透したこの言葉を，次年度も「中・短期の目標」として，

継続して参ります。 

 ４つの手立て「つのぶえ」については，概ね良好な評価をいただきました。しかし，「わからない」

という御回答も予想以上に多くありました。１月の学校だよりでも書きましたが，「伝えること」と「伝

わること」の差を，この結果から改めて感じております。学校の取組やそのねらいを一層保護者の皆様

に理解を深めていただき，「わからない」という回答が少しでも少なくなることを次年度の課題として

参ります。そして学校への一層の理解を，保護者の皆様の安心感や学校への信頼に繋げていきたいと考

えております。 

 学校運営全般については，肯定的な御意見を多くいただいた一方，改善を求める御意見もいくつか頂

戴しました。今後の学校運営に可能な範囲で生かして参ります。ご指摘ありがとうございました。 

 また，今回のアンケートでは「鹿野小学校のいいとこみつけ」をしていただきました。コロナ禍の渦

中で頑張る子供たちや教職員に，たくさんの感謝や励ましの言葉をいただきました。特に，教職員にと

っては，保護者の方と直接お目にかかる機会がほとんど失われ，自分たちの思いや取組が届いているの

かという，不安を抱えながら日々実践を続けています。そうした中，こうした多くのポジティブな言葉

をお寄せいただいたことは，今後に向けての大きな励みとなります。ありがとうございました。 

〇感染予防対策と学校行事 

本校では，この 2年間，うがいやアルコール消毒ではなく，「だてマさむネの約束」を合言葉に，毎

日の健康観察カードの活用や手洗いの励行を基本とした感染予防対策を続けてきました。このことにつ

いては，現在のところ，一定の成果は得られていると考えます。 

また，保護者の皆様の「直接子供たちの頑張る姿を見たい」というお気持ちは，私たちも十分に理解

させていただいております。しかしながら，限られた人数のゲストティーチャーを招いての授業等とは

異なり，多数の方々にお集まりいただき，密が避けられない状態での学校行事の実施は，子供たちの「安

全」「安心」を優先して検討した時，学校としては，容易に実施を判断できない現状です。 

今回のアンケートでも，通常通りの開催を望む声がある一方，「感染予防」「感染対策」を重視した学

校行事の運営を継続してほしいという御意見を多数いただきました。こうした結果を体育振興会や町内

会の方と共有し，次年度の運動会も学校主体の開催となりました。「新型コロナウイルスの感染防止対

策」は，次年度の教育活動でも大切な柱となります。 

この状況が一日でも早く収束し，子供たちの頑張る姿を，大勢の保護者や地域の方が直接見守り，励

ますことができる，以前のような安心できる状況が，一日でも早く戻ることを教職員も願っています。

御理解いただければと思います。 

 

 


