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      【学校教育目標】 夢を大切に 「心豊かにみずから学ぶ子」     第 １２ 号 

                                  ★★★創立 119 年★★★ 

     

令和２年度 学校評価アンケート結果のお知らせ 
 学校評価アンケートにご協力いただきましてありがとうございました。本校では、アンケート

用紙に「ルビふり」をしたり、外国語版（英語・中国語・タガログ語）を作成したりして、多様

な言語環境にいらっしゃる保護者の皆様にお答えいただきやすくしています。それぞれの質問に

対して、肯定的回答（「そう思う」と「少しそう思う」）をいただいた割合をグラフにあらわし

ました。児童と保護者の皆様の思いをしっかり受け止め、今後の学校経営にいかしてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【児童アンケートの結果】 
  

1 諏訪小の学校教育目標を知っている    

2 毎朝気持ちよく学校へ行ける 

3 学校のきまりを知っていて守っている 

4 友だちや先生方とあいさつができる 

5 学校の授業はわかりやすい 

6 運動会などの行事にたのしく参加できた 

7 友だちにやさしくしている 

8 困ったことがあると先生や相談員の先生に話すことができる 

9 学校であったいろいろなことをよく家の人に話している 

10 学校の中がきれいになっている 

11 地震や火事があった時の避難の仕方を知っている 

  

【保護者アンケートの結果】 
  

１ 学校教育目標・教育方針について伝えられていると思う 

２ 児童は充実した楽しい学校生活を送っていると思う 

３ 学校のきまりが児童・保護者に伝えられていると思う 

４ 児童にしっかりとした規範意識を持たせることができていると思う 

５ 児童は意欲的に授業に参加していると思う 

６ 児童の悩みや相談に教職員が適切に対応していると思う 

７ 校舎内外の整理整頓、清掃が行き届いていると思う 

８ 校内の表示や掲示物が見やすくわかりやすいと思う 

９ 通信簿は児童の学習成果や課題がわかる内容になっていると思う 

10 緊急災害時の対応などについて説明されていると思う 

11 PTA 活動や学習ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、ｹﾞｽﾄﾃｨｰﾁｬｰなどに参加したいと思う 

12 学校公開日(ｺﾐｺﾐｽｸｰﾙなど)や授業参観･懇談会に出席したいと思う 

13 いじめのない学校づくりに取り組んでいると思う 

14 
「市フロンティア研究（外国語教育）」によって児童の英語に 

関する興味関心は高くなっていると思う 

15 
健康な生活習慣(食事・運動・生活リズム等)の大切さを伝えられて 

いると思う 

 令和３年 ３月 １日 

 横須賀市立諏訪小学校 

 校長 黒川 理美 発行 
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★皆様に感謝！ 保護者アンケートの回収率が大幅にアップしました！ 

   昨年度までは約６７％だった回収率が今年度は約８０％になりました。お忙しいなかご提出いただき、  

  本当にありがとうございました。  

★アンケートは児童数でお願いしています 

   お子さんの学年や発達の段階により、回答状況やご意見等は異なります。６年間の傾向も分析するこ 

  とにより、学校運営や教育活動の工夫・改善がより図られると考えます。きょうだいで在籍されているご 

  家庭にはお手数をおかけいたしますが、これからもご協力をよろしくお願いいたします。 

★各項目の数値は、◎成果（90％以上） 〇良好（89％～80％） △課題（79％以下）と分析しています。 

   

 

児童アンケート結果 

                    

災害等から自分の命を守る力・行事への参加意欲・他者と優しく関わる力の育成に成果 

 ◎災害時の避難方法を知っている       9８％（前年度比＋３ｐ、過去４年間で最も高い） 

 ◎運動会などの行事に楽しく参加できた    ９４％（前年度と同じ、過去４年間で最も高い） 

 ◎友だちにやさしくしている         9２％（前年度比ー２ｐ） 

 ◎友だちや先生とあいさつができる      ９１％（前年度比ー１ｐ） 

     今年度は新型コロナウイルス感染拡大により、年度当初から臨時休校が２ケ月間続いたり、学校再 

    開後も通常の教育活動を行えないことが多々あったりしました。そのような中でも、すわっ子たちは、 

    意欲的に学校生活を送っていることがうかがえます。防災教育については、緊急地震速報を活用する 

    などして練度を上げる工夫を行っています。他者との関わりについては、「すわふわ」を合言葉に良 

    好なコミュニケーションを築こうとしている様子が見て取れます。 

 

 

規範意識・校内美化・登校への意欲は良好、教育目標の理解は改善 

 〇学校のきまりを守っている          ８８％（前年度と同じ、過去４年間で最も高い）  

 ○学校の中がきれいになっている        ８７％（前年度比＋２ｐ、過去４年間で最も高い） 

 〇毎朝気持ちよく登校できる          ８６％（前年度比＋６ｐ、過去４年間で最も高い） 

 〇学校の授業はわかりやすい          ８４％（前年度比＋２ｐ） 

 〇諏訪小の学校教育目標を知っている      ８０％（前年度比＋４ｐ、過去４年間で最も高い） 

     安定した集団生活を送る上で基盤となる規範意識、環境美化は今年度も良好でした。毎朝悩みやト 

    ラブルを抱えながら登校してくる児童が徐々に減ってきているのは、一重にご家庭のご協力の賜物で 

    す。今年度は、朝会や学級で「諏訪小学校グランドデザイン」について紹介し、私たち教職員の思い 

    や願いを積極的に伝えています。また、教師全員で「SUWA STYLE]を作成し、一丸となって「主 

    体的・対話的で深い学び」の視点で授業改善を行っています。学校教育目標「夢を大切に 心豊かに 

    みずから学ぶ子」の実現に向けてに、すわっ子一人ひとりに教育的愛情を注いでいきます。 

   

 

学校での出来事を家で話す・身近な大人への相談は、改善するも引き続き課題  

 △学校であったことをよく家の人に話す     ７９％（前年度比＋３ｐ、４年間で最も高い） 

 △困ったときに大人に相談することができる   ６２％（前年度比＋３ｐ、４年間で最も高い） 

     身のまわりの出来事や自分のことをあまり伝えようとしないのは現代の子どもの課題です。悩み等 

    があれば身近にいる大人に相談するなど、上手に自己開示をしながら解決する力を学校とご家庭で育 

    てていきたいものです。諏訪小は教育相談が充実しています。困っている時は、学級・学年担任、養 

    護教諭、支援教育コーディネーター、児童指導担当、ふれあい相談員、スクールカウンセラー等、誰 

    かに相談するよう働きかけたり、相談しやすい環境づくりに引き続き努めていきます。 



保護者アンケート結果 

 

ご家庭のご理解とご協力に感謝します！ すわっ子たちは何事にも大変意欲的です！ 

きまりや規範意識は改善 

 ◎児童は充実した楽しい学校生活を送っている  9７％（前年度比－１ｐ） 

 ◎学校のきまりがしっかり伝えられている    ９２％（前年度比＋３ｐ、過去４年間で最も高い） 

 ◎しっかりとした規範意識をもたせている    ９１％（前年度比＋２ｐ、過去４年間で最も高い） 

 ◎校内表示や掲示物が見やすくわかりやすい   ９１％（前年度比－４ｐ） 

 ◎健康な生活習慣の大切さが伝わっている    ９１％（前年度と同じ） 

 ◎児童は意欲的に授業に参加している      ９０％（前年度比ー３ｐ） 

     保護者の皆様が学校生活全般に高い意識をもち、諏訪小の教育活動を肯定的に受け止めてくださっ 

    ていることが、すわっ子たちの意欲や様々な能力の向上に確実につながっていることに感謝申し上げ 

    ます。教職員は、毎日、朝早くから夜遅くまで、テストの丸つけや添削、授業や様々な行事の準備、 

    児童支援、ご家庭への連絡等にあたっています。こうした日々の努力やすわっ子たちへの思いが、様々 

    な教育活動を通して保護者の皆様に伝わっていることを本当に嬉しく思います。 

 

 

緊急時の対応・学習評価・教育相談・学校教育目標の発信は良好 

学校公開日等への参加はコロナ禍が影響？ 

 〇災害等の緊急時の対応を説明している       ８９％（前年度比ー１ｐ） 

 ○通信簿は学習成果や課題がわかる内容になっている ８７％（前年度比ー２ｐ） 

 〇児童の悩みや相談に適切に対応している      ８６％（前年度比＋３ｐ） 

 ○学校教育目標・教育方針について伝えられている  ８６％（前年度と同じ） 

 ○学校公開日や授業参観・懇談会に出席したい    ８６％（前年度比ー６ｐ） 

 〇校舎内外の整理整頓、清掃が行き届いている    ８２％（前年度比＋２ｐ、過去４年間で最も高い） 

     90％には至りませんでしたが、安全・安心な教育環境につながる取組について良好な評価をいた 

    だいています。今年度は特に新型コロナウイルス感染防止のため、教職員は毎日の清掃・消毒作業に 

    一生懸命取り組みました。コロナ禍により、今年度は残念ながら授業参観・懇談会をもつことができ 

    ませんでした。その分、学校だより、学級通信等ですわっ子たちの様子をお伝えするようにしてきま 

    した。来年度はすわっ子たちが活動する様子を直接ご覧いただく機会がもてると嬉しいです。 

 

 

いじめについては徐々に改善、引き続きの課題は・・・ 

 △いじめのない学校づくりに取り組んでいる     7９％（前年度比＋３ｐ、調査開始以来最も高い） 

 △児童の英語に関する興味関心は高くなっている   ７２％（前年度比＋１ｐ） 

 △PTA活動、学習ボランティア等に参加してみたい   ５３％（前年度比－５ｐ、過去４年間で最も低い） 

     いじめ防止については改善してきていますが、「判断できない」と回答された方が１２％いらっし 

    ゃいました。本校では「すわふわ」を他者との関わりの基本とし、学級活動、道徳科、児童会活動、 

    児童アンケートの実施等、様々な機会をとらえていじめ防止に取り組んでいます。児童同士のトラブ 

    ル等の個別事案についても、学校として積極的かつ丁寧に対応し、関係児童の成長につなげていきた 

    いと考えています。来年度は、いじめ防止に関わる取組の発信にも力を入れ、いじめの未然防止、早 

    期発見、早期対応に一層取り組んでいきます。コロナ禍が終息しましたら、PTA活動、学習ボラン 

    ティア等にぜひご協力いただきますようお願いいたします。 

   

 

 



自由記述欄から 

 今年度も貴重なご意見をありがとうございました。諏訪教育の質の向上をめざして、教職員が

“ONE TEAM”となり、一層の改善に努めていきます。 

＜日々の教育活動の励みとなるようなご意見をありがとうございます！＞ 

〇学校の先生方、ならびにスタッフの方々のおかげで子どもは毎日学校で楽しく過ごすことができているようです。学校が 

 楽しい！と毎日教えてくれます。子どもが楽しく行くことが出来るのがなによりうれしいです。 

〇児童ひとりずつ、きちんと公平に指導してくださっています。子どもには、学校に通い様々な経験を積んでいく中で、安 

 心感を感じて、自信につながっている様に感じます。また、いい事と悪い事をきちんと指導して頂いているので安心して 

 います。 

〇毎日おいしい給食を食べて楽しく学校に通えているので、先生方、調理員の方々には大変感謝しております。 

〇小学校へ上がる時は不安でしたが、諏訪小の校風がよく、先生方の目がよく行き届いていることがわかり、今はとても安 

 心しています。色々な国の子たちがいて、個性を尊重しあっている姿が、学校行事を見ていても伝わってきます。 

○土地柄もあると思いますが、様々な国のお友達がいて、様々な習慣や考え方を学校や先生方がしっかり受け入れて下さっ 

 ている事が、子どもの話から伝わってきます。今の時代、小さな頃から多様性を良い型で受け入れられることを学べるの 

 は、とても幸せなことだと思います。 

○コロナという状況下で先生方や学校が子どもたちにより添い対応されていることを感じます。運動会も時短、競技内容等、 

 ご苦労が多かったと思いますが、全校でのソーラン、各学年の競技、子どもたちのがんばりが印象的でした。保護者の入 

 れ替えや場所の限定により大人が密になってしまったのが再考の余地アリですが。 

○コロナで消毒等、いろいろとやる事が増えていると思われる中、とてもていねいに相談にのって下さり、対応して頂き、 

 そして子どもとの信頼関係を大切に声かけをして下さり､､､。子どもも大人も信頼してる様子が伝わってきています。 

○１年生の頃より、真心のご支援・ご指導、ありがとうございます。先生方のあたたかいご指導で、１つ１つ課題をクリア 

 し、今があると思っています。まだまだ成長途中、発展途上ですが、今後も親子で力を合わせ、我が子の可能性を信じ、 

 見守っていきたいと思います。諏訪小で本当に良かったと思っています。 

＜複数いただいている内容から＞ 

〇コロナが長引き、子どもたちのコロナに対する恐怖感や感染予防への意識が薄れてきていないか心配。 

 ⇒ご指摘の通り、コロナ禍は、ウイルスはもちろんのこと、私たち自身の「慣れ」や「気の緩み」との闘いでもあります。 

  子どもたちには諸活動に制約をかけてしまい心苦しいのですが、学校では国・市のガイドラインに則って感染防止対策 

  を続けています。今後ともご家庭のご協力をよろしくお願いいたします。 

〇現１年生は人数が多いので３クラスの編成にできないのか。担任の先生方の負担も心配。 

 ⇒現行の国の学級編成に関わる法律では１年生が35人、２～６年生は40人（県の基準により２年生は35人）となって 

  います。（国の法改正により来年度から２年生以上も順次35人学級に移行。）今、学校ができることといたしまして、 

  級外・国際教室担当教諭等が授業や給食のサポートに入ったり、介助員の他に学習指導員数名がシフトを組んで補助し 

  たりするなど、複数の指導者が教室に入る体制を取っています。特に低学年の児童には細やかな指導・支援がより実現 

  できるよう学校現場の実態を踏まえた適正な児童数を切望しています。 

 

 

 ３月 行事予定  生活目標「お世話になった人に感謝しよう」 

 １日（月） 学校評議員会 

 ２日（火） 朝会 

 ９日（火） 児童朝会、PTA 運営委員会 

１６日（火） 朝会、6 年生をおくる会 

１７日（水） 給食終了 

１８日（木） 卒業式前日準備 

１９日（金） お別れ会、第 119 回卒業式 

２０日（土） 春分の日 

２４日（水） 大掃除 

２５日（木） 修了式・離退任式 

２６日（金） 春休み開始（～４月４日） 

★４月５日（月） 始業式・着任式、入学式 

★新型コロナウイルスの感染状況により変更 

 となる場合があります。 


