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保護者の皆様 

横須賀市立走水小学校 

校 長  大澤 照司 

 

  

 

  早春の候、保護者の皆様には、益々ご清祥にお過ごしのこととお慶び申し上げます。日頃より

本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

 さて、昨年１１月にご協力いただきました『学校づくりアンケート』の集約結果をご報告いた

します。紙面では、今年度実施したアンケートの結果と前年度の結果との比較を行うとともに、

重点として取り組んでいることやご意見をいただいたこと等についてまとめました。アンケート

にご協力くださり、本当にありがとうございました。子どもたちと保護者の皆様の思いをしっか

りと受け止め、より良い学校づくりのために生かしてまいります。 

 

【アンケートを集約するに当たって】 アンケートは４択で行いましたが、下表のとおり「あては

まる」「あてはまらない」にまとめ、特徴的なところを中心にコメントいたしました。 

                

 

 

 

 

 

【保護者アンケートの結果】 

１ 学校は、教育目標を分かりやすく伝えている。 

２ 学校は、今年度の重点目標「笑顔とあいさつ～感謝の気持ちと『あ 

りがとう』の言葉を大切に～」に関する指導を適切に行っている。 

３ 学校は、分かりやすい授業を行っている。 

４ 学校は、ノート指導を適切に行っている。 

５ 学校は、宿題や家庭学習について、適切に指示している。 

６ 学校は、通信簿や振り返りシートで、子どもの学習の成果や課題 

  を分かりやすく伝えている。 

７ 学校は、子ども同士が認め合える環境づくりをしている。 

８ 学校は、児童の悩みや相談、子どもに関わる問題等に、適切に対 

  応している。 

９ 「走水小学校の約束」は、子どもにとって適切なものである。 

10 学校は、子どもの健康管理や保健に関する指導を適切に行っている。  

11 学校は、給食や保険の指導を通じて、職に関する指導を適切に行 

  っている。 

12 学校は、緊急時・災害時の安全対策を含め、児童が安全に生活で 

  きるようにしている。 

13 学校は、地域との交流や連携を積極的に行い、地域に開かれている。  

14 学校の施設や設備は十分に整っている。 

15 授業参観や懇談会の時期や回数は適切である。 

16 学校の様子や情報は、文書や懇談会などで家庭に知らされている。 

17 学校は、新型コロナウイルス感染症拡大防止について、適切な対 

  応をしている。 

18 子どもは、安心して楽しく学校に通っている。 

19 子どもは、自分から進んであいさつができている。 

20 子どもは、学校行事を楽しみにしていて、学校生活への意欲を高 

  めている。 

よくあてはまる  

ややあてはまる 

あまりあてはまらない  

あてはまらない 

 令和２年度 令和３年度 

保護者数 ４７人 ４７人 

児童数 ５２人 ５２人 

＊無回答は、「あてはまる」・「あてはまらない」に含めません。 

あてはまる 

あてはまらない 

 

あてはまる 
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【児童アンケートの結果】 

１ 走水小学校の教育目標を知っている。 

２ 学校で、感謝の気持ちとありがとうの言葉の大切さについて学ん 

  でいる。 

３ 学校の授業は、分かりやすい。 

４ 授業では、ノートの書き方について学んでいる。 

５ 宿題や、先生からの家庭学習のアドバイスは、分かりやすい。 

６ 通信簿や振り返りシートは、自分のことを振り返り、がんばるき 

  っかけとなっている。 

７ 他人を思いやる大切さを知っている。 

８ 先生は困ったことがあったら、すぐに相談にのってくれたり、助 

  けてくれたりする。 

９ 「走水小学校の約束」を知っていて、守っている。 

10 学校で、規則正しい生活や健康について学んでいる。 

11 学校で、食事の大切さやマナーについて学んでいる。 

12 学校では、避難訓練などを行い、いつも安全に生活できる。 

13 学校で、走水の地域の人と関わったり、走水のことを学んだりし 

  ている。 

14 優しい言葉遣いができる。 

15 話を聞くことがしっかりできる。 

16 係や当番などを進んでやっている。 

17 学校では、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策をしていて、 

  安心して生活できる。 

18 毎日、学校に来ることが楽しい。 

19 自分から進んであいさつをしている。 

20 遠足・運動会・集会などの行事は楽しい。 

 

 

１．学校教育目標・重点目標 

（１）学校教育目標 

 

 

 

 

 

 

 本校の学校教育目標は右に示

した６つの言葉です。これらの

言葉は、校歌の１・２番に出て

きますが、教職員だけでなく子

どもたちが理解し、学校みんな

で共有できなければ、学校の目

標にはなりません。アンケート

では、保護者・児童とも「あて

はまる」が高い割合となってい

ますが、２０％の児童が「あてはまらない」を選択しています。そこで、内容を次のように平易

で端的な言葉で表して、何をすることが学校教育目標を目指すことになるのか子どもたちに分か

りやすく伝え、みんなで共通にイメージできるようにしたいと考え、教室や廊下などに掲示した

り、朝会で話をしたりして取り組みました。 

 

 

令和２年度 令和３年度 

あてはまる 
あてはまら

ない 
あてはまる 

あてはまら

ない 

保護者 １００％ ０％ １００％ ０％ 

児童 ８７％ １３％ ８０％ ２０％ 

〔保護者〕設問① 

 学校は、教育目標を分かりやすく伝えている。 

〔児 童〕設問① 

 走水小学校の教育目標を知っている。 

あてはまる 

〈走水小学校 学校教育目標〉 

清く・・・・・礼儀を身につけ、正しいことを行う子 

明るく・・・・心身ともに健康な子 

ほがらかに・・判断力をつけ、楽しく学びあう子 

強く・・・・・最後までやりぬく、心と体の強い子 

やさしく・・・生命を尊重し、他人を思いやる心をもつ子 

美しく・・・・創造力に富み、物事に感動できる心の美しい子 
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☆【清く 明るく】は、「元気にあいさつ」 

   あいさつをすると、する人もされる人も元気が

出ます。元気にあいさつしましょう。                     

 ☆【ほがらかに 強く】は、「楽しくがんばる」 

   楽しいとがんばることができます。がんばると

できることや分かることが増えて楽しくなりま

す。学習も遊びも運動もお友だちと楽しくがんば

りましょう。 

 ☆【やさしく 美しく】は、「やさしくありがとう」 

   ありがとうと言うと、言った人も言われた人も

やさしい気持ちになれます。やさしい気持ちであ

りがとうとたくさん伝え合いましょう。 

 

学校教育目標が子どもたちの学校生活の中に息づいていくために、来年度も学校教育目標の重

点化を図るとともに、学校教育目標が目指す具合的な姿や意味を子どもたちに分かりやすく示し、

朝会や日々の学校生活の様々な場面で語り、伝えていきます。 

 

（２）重点目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度に引き続き、今年度も「笑顔とあいさつ 思い

やりの心をもち、楽しく学びあう子の育成 ～感謝の気

持ちと「ありがとう」の言葉を大切に～」を重点目標と

しました。 

年度はじめの学校だよりでもお伝えしましたが、子ど

もたちに何より伝えたい“「ありがとう」の気持ち”は、

子どもたちが、今ここにいてくれること、私たちと共に

いてくれることに「ありがとう」ということです。 

 子どもたちは、一人一人がそのままで本当に素晴らし

い存在です。それは、何かができるからとか、何かの役に立つからということではありません。

その子の存在そのものが、素晴らしい輝きを放ち、人の心を豊かにし、笑顔や力を与えることが

できるのです。 

そんな素晴らしい子どもたちが、毎朝、登校し、「おはようございます」とあいさつをして、

一日が始まります。教室に行けばクラスの子どもたちに

会えます。特別なことでもない当たり前の風景のように

思えてしまうかもしれませんが、それは決して当たり前

のことではなく、とても貴重で大切なことです。朝には

「今日も会えてうれしいよ。今日も会えたね。ありがと

う。」帰りには「一緒に過ごせてうれしいよ。一緒に居

てくれてありがとう。」これからも、この気持ちを子ど

もたちに伝え続けていきます。 

 

  

令和２年度 令和３年度 

あてはまる 
あてはまら

ない 
あてはまる 

あてはまら

ない 

保護者 １００％ ０％ ９４％ ６％ 

児童 ９２％ ８％ ９８％ ２％ 

〔保護者〕設問②  

学校は、今年度の重点目標「笑顔とあいさつ～感謝 

の気持ちとありがとうの言葉を大切に～」に関する 

指導を適切に行っている。 

〔児 童〕設問② 

 学校で、感謝の気持ちやありがとうの言葉の大切さ 

について学んでいる。 
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また、日々の生活の中には、できて当たり前、あって当たり前、分かってもらえて当たり前の

ことのように思ってしまっていることや、とても素晴らしいことなのに気に留めなければそのま

ま流れて行ってしまうようなことがたくさんあります。そうした一つひとつのことに感謝の気持

ちをもち、それを「ありがとう」の言葉で伝え合うことができたとき、人は、うれしくなります。

優しくなれます。安心できます。自信がもてます。つながり合えます。教室が、学校が、「あり

がとう」の気持ちと言葉であふれたとき、子どもたちは、自分を好きに、仲間を好きになれると

思うのです。 

 

自分が出会う人に、物に、出来事に、自然に、「感謝の気持ち」をもつ。そうした心豊かな感

性をもつことが、学校教育目標の最後に掲げている「物事に感動できる心の美しい子」につなが

っていくと思います。これからも、みんなで「ありがとう」という気持ちと言葉を大切にしてい

きます。 

 

 

２．分かりやすい授業づくり 

 

 

 

  

 

 

授業については、保護者・児童とも「あてはまる」が高い割合となっています。一方で、１０％

の児童が「あてはまらない」を選択しています。子どもたちみんなが、学ぶ楽しさを感じられる

ように授業改善に取り組んでいきます。 

 本校では、校内研究のテーマを『豊かに表現できる子を育てる』とし、子どもたちが「自分の

考えをもつ・自分の考えを伝える・楽しく学び合う」ことができる授業を目指しています。その

ために、子どもたち一人一人の学習状況を見取るとともに、学習目標を明確にして、その達成に

向かっていくために必要な教材教具、授業形態、授業展開等の工夫を話し合い、授業づくりを進

めています。また、小規模校のメリットを生かして、学習支援員や教育支援介助員等とも連携し

ながら、複数教員による指導や個別学習による学力の定着を目指しています。 

 ノート指導につきましては、学習のめあて、課題と解決、まとめ等を見やすく書いて、家庭で

振り返った時にも分かりやすいように指導の工夫をしていきます。 

 また、宿題等の家庭学習につきましても、保護者の方にも取り組む内

容が分かりやすいように、学年に応じて提示方法を工夫していきます。 

 今後もＩＣＴ機器の活用等、学習環境の整備を進めるとともに、さら

に一人一人の学習状況を見取った丁寧な指導を進め、子どもたちが目を

輝かせて「知りたい、調べたい、やってみたい」「わかった、できた、

楽しかった」と感じることができる授業づくりに取り組んでいきます。 

 

 

３．認め合い高め合う関係 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和２年度 令和３年度 

あてはまる 
あてはまら

ない 
あてはまる 

あてはまら

ない 

保護者 100％ 0％ ９４％ ６％ 

児童 ９６％ ４％ ９０％ １０％ 

  

令和２年度 令和３年度 

あてはまる 
あてはまら

ない 
あてはまる 

あてはまら

ない 

保護者 ８９％  １１％ ８９％ １１％ 

児童⑦ ９２％ ８％ ９６％ ４％ 

児童⑭ ９２％ ８％ ８４％ １６％ 

〔保護者〕設問③ 

 学校は、分かりやすい授業を行っている。 

〔児 童〕設問③ 

 学校の授業は、分かりやすい。 

〔保護者〕設問⑦ 

学校は、子ども同士が認め合える環境づくりをして 

いる。 

〔児 童〕設問⑦ 

他人を思いやる大切さを知っている。 

〔児 童〕設問⑭ 

優しい言葉づかいができる。 
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（１）認め合い 

子ども同士が、認め合い高め合う関係を築いていくためには、子どもたちが自己肯定感を高め

ることが大切です。自分が認められてこそ人を受け入れることができるからです。そのために、

まず、教職員が子どもたち一人一人のことをよく知り、日々の学校生活の様々な場面で、その子

らしさを、その子の良さ、素晴らしさとして話し、伝えていきます。 

一方で、子どもたちの日々の生活の中には、気持ちの行き違い、上手

くいかないことなどもたくさん起こります。その一つ一つをお互いに解

決していく経験が大切です。そのためにも、日々の子どもたちとの関わ

りを大切にし、日常の中からこそ見えてくる子どもたちの本音やその子

らしさを見取り、子どもたちが安心して教職員に相談できる関係をつく

っていきたいと思います。教職員が連携し、チーム走水となって子ども

たちの成長のために取り組んでいきます。 

 

（２）言葉遣い 

言葉遣いについて、子どもたちはみんな優しい言葉遣いをすることができます。でも、時には

乱暴な言葉遣いになってしまうこともあります。 

言葉は、心を表しています。心の中は見えません。ですから、人は心の中の気持ちを言葉にし

て伝えます。心と言葉はつながっています。 

心が乱れていると、乱暴な言葉や汚い言葉、人を傷つける言葉が出てきます。乱暴な気持ちが

相手の心に響きます。そして、乱暴な言葉が返ってきます。自分の心も傷つき、汚れていきます。 

心が優しいと、優しいきれいな言葉が出てきます。優しい気持ちが相手の心に響きます。そし

て、優しい言葉が返ってきます。自分の心も優しくきれいになっていきます。 

「言葉と心はつながっている」ことを日々の生活の中でしっかりと意識して子どもたちに伝え、

子どもたちの優しい気持ち、思いやりの気持ちが響き合う言葉がたくさん交わされるように取り

組んでいきます。 

 

 

４．あいさつ 

 

 

 

  

 

子どもたちが元気に登校してくる姿を見ると、とて

もうれしく安心します。子どもたちのことを地域全体で見守ってくださっているので、大きな安

心感があります。笑顔と明るいあいさつで一日のスタートが切れることは、学童見守りパトロー

ルボランティアの方々をはじめとする地域・保護者の皆様のお陰です。心より感謝申し上げます。 

「あいさつ」についてのアンケート結果では、保護者・児童ともに８０％程が「あてはまる」

となっている一方で、他の設問項目より「あてはまらない」の割合が比較的多くなっています。

あいさつをされると元気に返すことができる子どもたちですが、「自分からするあいさつ」には、

まだ慣れていないところもあるようです。一方で、子どもたちの登下校を見守ってくださってい

る方から、「最近、あいさつをしてくれる子が増えてきました。」「子どもたちが自分から元気に

あいさつをしてくれました。」「子どもたちが、『いつもありがとうございます』と言ってくれま

した。」とのお話をいただいたこともあります。とてもうれしいです。本当にありがとうござい

ます。校内でも自分からあいさつをする子どもが少しずつ増えてきていることを感じています。 

 あいさつはコミュニケーションのはじめの一歩であり、人と人の笑顔につながる大切なもので

す。「あいさつっていいな。」という実感をたくさんもてるように、あいさつを通して、お互いを

認め合い「笑顔いっぱいの学校」「楽しい学校」になっていくことを目指していきます。 

  

令和２年度 令和３年度 

あてはまる 
あてはまら

ない 
あてはまる 

あてはまら

ない 

保護者 ７９％ ２１％ ８１％ １９％ 

児童 ８８％ １２％ ８０％ ２０％ 

〔保護者〕設問⑲ 

 子どもは、自分から進んであいさつができている。 

〔児 童〕設問⑲ 

 自分から進んであいさつをしている。 
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５．健康生活 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたちが生涯を通じて健康な生活を送るためには、自分の健康や

様々な病気について関心をもち、正しい知識と適切な予防・対処の仕方

を身に付けたり、「早寝 早起き 朝ごはん」など規則正しい生活習慣を

身につけて毎日を過ごしたりして、健康管理を実践していく力を育てて

いくことが大切です。学校では保健学習での取り組みの他、養護教諭が

毎月の保健目標の内容に合わせて、各クラスで保健指導を行っています。 

今後も将来に向けての健康生活を子どもたちが自分の問題として意識し、みんなで考え合い、

行動につなげていけるように、ご家庭の皆様と連携しながら取り組んでいきたいと考えています。 

 また、新型コロナウイルス感染防止対策にご理解とご協力をいただき、本当にありがとうござ

います。まだまだ厳しい状況が続いていますが、今後も、お互いを思いやり支え合う気持ちを大

切に、感染防止対策を徹底して、子どもたちの健康・安全を守り、学びを進め、子どもたちが安

心して学校生活を送れるようにしていきます。 

 

 

６．食に関する指導について 

 

 

 

 

 

 

 

 「食べる」ことは楽しいことです。育ち盛りの子どもたちにとっては尚更のことです。給食の

時間、子どもたちが笑顔でおいしそうに食べている様子を見ると幸せな気持ちになります。 

 給食は、準備から片付けまでの実践活動を通して、計画的・継続的な指導を行うことにより、

子どもたちが食べ物を大切にし、生産等に関わる人々や命をいただくことへの感謝の心を持つと

ともに、望ましい食習慣や食に対する実践力を身に付ける食教育の大切な時間です。 

 そのために、給食の時間のねらいや取り組み方について学校全体で共通理解をしっかりと持っ

て取り組んでいきます。 

 〈給食の時間のねらい〉 

  ・食事の重要性や喜び、楽しさを感じ、学ぶ。 

  ・食べ物を大切にし、生産等に関わる人々や命をいただくことへの 

   感謝の心を持つ。 

  ・子ども一人一人の栄養状態を良好にする。 

  

令和２年度 令和３年度 

あてはまる 
あてはまら

ない 
あてはまる 

あてはまら

ない 

保護者 ９４％ ６％ ９６％ ４％ 

児童 ９４％ ６％ ９６％ ４％ 

  

令和２年度 令和３年度 

あてはまる 
あてはまら

ない 
あてはまる 

あてはまら

ない 

保護者 １００％ ０％ １００％ ０％ 

児童 ９６％ ４％ ９４％ ６％ 

 

令和２年度 令和３年度 

あてはまる 
あてはまら

ない 
あてはまる 

あてはまら

ない 

保護者 － － ８５％ １５％ 

児童 ９４％ ６％ ９６％ ４％ 

〔保護者〕設問⑩ 

学校は、子どもの健康管理や保健に関する指導を 

適切に行っている。 

〔児 童〕設問⑩  

学校で、規則正しい生活や健康について学んで 

いる。 

 〔保護者〕設問⑰ 

学校は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に 

ついて、適切な対応をしている。 

〔児 童〕設問⑰ 

学校では、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策 

をしていて、安心して生活できる。 

〔保護者〕設問⑪ 

 学校は、給食や保健の指導を通じて、食に関する

指導を適切に行っている。 

〔児 童〕設問⑪ 

 学校で、食事の大切さやマナーについて学んで 

 いる。 

  

-6- 

https://www.demachi.ne.jp/cart/index.php�


  ・栄養バランスを考えて食事をとることを学ぶ。 

  ・学年に応じた適正な食事量を理解し、必要量を学ぶ。 

  ・健全な発育発達のために、自分の健康を考えて食事をすることが重要であることを学ぶ。 

  ・マナーや食文化を学ぶ。 

  ・摂食に課題がある場合や偏食、肥満痩身傾向がある場合は、保護者と連携し解決に向けて

取り組む。 

 

 また、学校栄養士が食教育について学年に応じた内容の授業を行っています。毎週金曜日の給

食の時間には、校内放送で給食の献立に関わる話をしたりクイズを出したりするなど、子どもた

ちの食に関する知識や生活の中での実践力の向上に取り組んでいます。 

 これからも、子どもたちの「おいしい」笑顔のために、そして健康な体と心を育むために、ご

家庭の皆様のご理解とご協力をいただきながら、食教育に取り組んでいきます。 

 

 

７．授業参観・懇談会について 

 

 

 

 コロナ禍での学校行事の中止や延期、内容の縮小等

により、保護者・地域の皆様にご来校いただく機会が

制限されていますこと、大変申し訳ありません。 

 そうした中ですが、今年度は３回の授業参観、４回の懇談会、２回の個人面談、１０月末には

運動会も行うことができました。皆様のご協力のお陰です。本当にありがとうございます。 

 学校の教育活動や子どもたちの様子をご覧いただいたりお伝えしたり

することは、学校・家庭・地域が一つとなって子どもたちを育んでいく

ために、とても大切なことと考えています。今後も子どもたちとご来校

される皆様の健康・安全のため、感染防止対策を徹底する中で、年間計

画で設定された行事等だけでなく、日常の学習活動における子どもたち

の様子をご覧いただいたり、お伝えしたりできる機会をつくっていける

ようにしていきます。 
 

 

８．安全対策について 

 

 

 

 

 

 

 

学校運営に当たり、教職員で「児童の安全」を最優先として行動するように共通の認識を図っ

ています。また、施設・環境につきましては、日常の点検の他に、毎月１回の全職員による全校

安全点検で危険箇所の確認をしています。修繕が必要なところについては、今後も迅速な対応を

心掛けていきます。 

緊急災害時の対応につきましては、平成３０年９月１日に、特別養護老人ホームシャローム、

しんわ走水荘、走水町内会、本校の４者による「防災に関する覚書」ができ、緊急災害時におけ

る相互の援助と協力をすることになりました。同じ地域にある施設・団体が、災害時に互いに支

え合い、協力し合っていくことやその具体的な内容について確認しています。 

 

令和２年度 令和３年度 

あてはまる 
あてはまら

ない 
あてはまる 

あてはまら

ない 

保護者 ９８％ ２％ ７６％ ２４％ 

児童 － － － － 

 

令和２年度 令和３年度 

あてはまる 
あてはまら

ない 
あてはまる 

あてはまら

ない 

保護者 １００％ ０％ ９８％ ２％ 

児童 ９８％ ２％ １００％ ０％ 

〔保護者〕設問⑫ 

 学校は、緊急時・災害時の安全対策を含め、児童

が安全に生活できるようにしている。 

〔児 童〕設問⑫ 

 学校では、避難訓練などを行い、いつも安全に 

 生活できる。 

〔保護者〕設問⑮ 

 授業参観や懇談会の時期や回数は適切である。 
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本校は津波の恐れがある災害の際には、高台にあるしんわ走水荘やシャロームに避難させてい

ただきます。今年度も、実際にシャロームに避難させていただく訓練を行いました。また、子ど

もたちの下校が困難な緊急災害時に備え、引き取り下校訓練を実施しました。保護者の皆様には、

ご協力をいただきありがとうございました。 

特に緊急災害時における学校の何よりの使命は、お預かりしている大切な

お子様を無事に保護者の方へお引渡しすることです。緊急災害時においても

保護者の方にお引渡しするまで、お子様を学校で安全にお預かりします。 

今後も保護者・地域の皆様のご協力をいただきながら、避難訓練を通して、

子どもたちに命を守ることの大切さを指導していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 以上、すべての結果に対してのコメントではありませんが、重点として取り組んでいることや

ご意見をいただいたこと、令和２年度と同じ項目等を中心にご報告させていただきました。 

 ご協力いただき本当にありがとうございました。子どもたちや保護者の皆様の貴重なご意見を

しっかりと受け止め、これからの学校運営に生かしてまいります。 

ご意見等がございましたら、是非お聞かせくださいますようお願い申し上げます。 

 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 
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