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2017年 新たな気持ちでスタート 
本年もどうぞよろしくお願いいたします 

新しい年がスタートしました。皆様には、喜びに満ちた新年を迎えられたことと思います。昨年は大変お世話に

なり、ありがとうございました。お子さんたち一人一人の夢や志が叶えられるよう、職員一同力を尽くしてまいりま

す。本年も変わらぬ御支援をいただきますようお願い申し上げます。 

さて、１月 10 日（火）は３学期始業式です。「全校の子どもたち１４６名の命が無事であること」、このことのありが

たさを本日も痛感しています。御家族、地域の皆様の心配りに包まれて、子どもたちが自分と周りを大切に過ごせ

たからこそ叶ったこと。この温かい積み重ねに感謝いたします。 

今年は酉（とり）年です。「縁起がいい・実りの年」と言われます。また酉（とり）は、「とりこむ」につながり、「積極

的に運気や人を取り込む」「未来の希望に向かって、新たな時代をひらく」という勢いのある年とも言われます。自

分の人生・将来を考える節目でもあります。夢をもち、そこに向かって仲間・家族と共に歩む一年にしたいもので

す。そして、たった一つしかない命を大切に、心も体も健やかであってほしいと願っています。 

H28学校評価(アンケート)最終結果をお知らせします 
千田小学校では、「花と太陽と風のある学校」を重点に教育活動を進めています。保護者・地域の皆様の

お力添えにより、子どもたち一人一人が健やかな成長を見せています。このたび、平成28年度学校評価（児

童アンケート・おぢやっ子プラン保護者アンケート）の結果がまとまりましたので、お届けいたします。 

花  「温かい心」  ①楽しい学級 ②気持ちのよいあいさつ ③縦割り活動 

太陽 「学ぶ力」   ④分かる喜び   ⑤学ぶ楽しさ 

風  「強い体」   ⑥楽しい運動・できる・のびる  ⑦気付く（健康） 

第１部 子どもアンケート結果《自己評価等による達成率》Ｈ28,12月 1～6年  

目     標 7月⇒ 12月達成率（全校146名） 評価 

① 「学級が楽しい」と評価する子どもが90％以上 94％⇒ 97％(146名中 142名達成) ◎Ａ 

② 友達と元気にあいさつする子どもが 90％以上 82％⇒ 90％(146名中 132名達成) ◎Ａ 

③ 縦割り活動に満足している子どもが 90％以上 90％⇒ 96％(146名中 140名達成) ◎Ａ 

④ 国語・算数ワークテストの平均点が全ての学 

習で80％以上（ワークテスト平均点から評価） 

82.3点 

82.9点 

(全校平均点)国語85.5点 

算数84.8点 ◎Ａ 

⑤ 「授業が楽しい」と評価する子どもが 90％以上 94％⇒ 93％(146名中 136名達成) 〇Ａ 

⑥ 体力テスト(重点種目)の記録向上（75％以上） 83％（12種目中10種目で記録向上) ◎Ａ 

⑦ メディア視聴のめあてを守っている子どもが 

増加（80％以上）（毎週健康チェックを実施） 
85％⇒ 

89％(9月87％、10月90％、 

11月88％、12月92％） ◎Ａ 

1学期末（７月）も高い達成率でしたが、子どもたちは２学期さらに努力し、ほぼ全ての項目で１学期を

上回る成果を上げました。年間通した全校での取組が大きな力になっています。「よくあてはまる・あては

まる」の達成率が特に高まったのは、以下の二つです。 

◎学級が楽しい：９７％     ◎縦割り活動に満足している：９６％   

ワークテストにも成果が現れ、◎国語・算数合わせた全校平均点が８５.２点と、１学期より２～３ポイ

ントUPしました。◎体力テストでは12種目中10種目で１学期の記録をUPさせ、「文武両道の千田地区」

の伝統を確かに受け継いでいます。さらに、重点だった以下の２項目も達成率が高まりました。各家庭で

のお取組の成果です。 ◎友達と元気に挨拶する：９０％  ◎メディア視聴のめあてを守る：８９％   
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第２部 保護者アンケート結果《おぢやっ子プラン家庭の取組》Ｈ28,12月1～6年  

家庭の取組 目標 全家庭達成率（よくあてはまる・あてはまる） 

家庭で団らんを大切にし、子どもの夢や希望を応援している 94％ (７月) ⇒ ◎ 97％ (12月) 

家庭の内外でしっかりあいさつができるようにしている 90％ (７月) ⇒ ◎ 90％ (12月) 

家庭学習が継続できるように励ましている 85％ (７月) ⇒ 〇 84％ (12月) 

家族で話し合い、食事・睡眠・メディア視聴等の生活習慣づく

りに努めている 89％ (７月) ⇒ 〇 88％ (12月) 

 

今回、ほぼ全員の保護者様から回答をいただきました（回収率 99.3％です）。ありがとうございました。

上のグラフのように、すべての項目において「よくあてはまる」の割合が急上昇いたしました。特に、「団

らんを大切にし、夢や希望を応援している」の項目は、大きく高まっています。「よくあてはまる・あては

まる」を合わせると、97％もの達成率です。家庭のお力の素晴らしさです。 

◎家庭で団らんを大切にし、子どもの夢や希望を応援している：９７％ 

次いで、以下の項目が高くなっています。 

◎家庭の内外でしっかりあいさつができるようにしている  ：９０％ 

◎家族で話し合い、生活習慣づくりに努めている      ：８９％ 

 

 

 

 

 
おぢやっ子教育プランに基づく保護者アンケートでは、「家庭で大切にしていること」として、心に響く

記載を多数いただきました。感謝しつつ、いただいた全ての内容を原文のまま以下に紹介させていただき

ます。大変参考になる、素敵な内容です。 

だんらん＆夢や希望の応援 
〇学校での出来事を家で話してくれるので、ちゃんと聞くように心がけています。そうすることで、今までできなかっ

た運動や勉強ができるようになったら、たくさんほめてあげることができます。子どもが自信をもって、伸び伸び活動

できることを応援しています。また、友達関係を知ることもできるので、子どもの悩みを知るきっかけにもなります。 

〇子どもの話を最後までしっかりと聞いて、気持ちや意見を理解してやれるよう心がけています。自分の行動に責任を

もち、途中で投げ出さずにやり抜く力を付けてもらいたいと思います。〇頑張ろう！と思う時はとにかく応援すること。 

〇どんなことでも話し合える関係をつくれるように心がけています。子どもの気持ちや意見を正しく理解できるように、

話を最後まで聞くようにしています。 〇友達との小さなトラブルをどのように解決したらよいか、一緒に考えます。 

〇自分の意志で物事を始められるように、声がけをしています。  〇相手の目を見て話をするように心がけている。 

〇自分で考えて行動ができるよう、自分自身で考えることをしてから、分からないことを聞くようにしています。 

〇兄弟を思い合ったり、友達を大切に思ったり、優しい心をもった子どもに育っています。責任感が強く、役割意識を

もって取り組んでいます。何より学校生活が楽しいと言い、何事にも努力する姿が昨年より成長しています。 

〇自分で決めたことは、少しずつでも努力して、頑張っています。親もできるだけサポートしています。 

〇困ったことがあった時、心配なことがあった時は、家族に相談する。〇家族で過ごす時間を大事にしています。 
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平成28年２学期（12月）の結果  

「よくあてはまる」が全項目上昇！ 

「家庭で特に大切にしていることや取組」 保護者の皆様の声を紹介します！ 
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メディア等生活習慣

家庭学習の継続

家庭中外でのあいさつ

団欒、夢・希望を応援

よくあてはまる あてはまる あまり あてはまらない

平成28年１学期（７月）の結果  



〇朝食は家族みんなで食べること。あいさつすること。〇子どもからの会話、子どもとの会話を大切にしています。 

〇１日の出来事を家族みんなで話す。 〇食事の時に、学校での出来事を聞くようにしている。〇健康管理・思いやり  

〇学校での出来事を話しやすい雰囲気づくり  〇本人のやる気が出るような方法、やり方を考え、実行している。 

〇興味があるものは、なるべくやらせる。 〇子どもの考えを第一に、助言をしています。 

あいさつの習慣化 
〇あいさつを一番大切にしています。  〇あいさつのできる人になるよう、みんなであいさつをしています。 

〇あいさつを家庭内でもしっかりやれるように、頑張っています。〇日頃からあいさつをするように話をしています。 

〇「おはよう」「おやすみ」など、あいさつをするように心がけています。近所で誰かに会うと、「こんにちは」と自分

からあいさつして、成長しているなと思います。〇あいさつするよう伝えていて、友達の家に行った時などできている。 

〇相手に伝わるよう、はっきり大きな声で言えるように、頑張っています。 

〇あいさつをしっかりできるように、まずは家庭の中でみんながするように心がけようと思います。 

〇「おはよう」｢行ってきます｣は、目を見てあいさつすること、家族以外にもあいさつするよう声をかけています。 

〇あいさつをしっかりすること。“ごめんなさい”と“ありがとう”を、きちんと言えるように。 

〇おはよう、おやすみなど日常のあいさつの他にも、｢ありがとう｣｢ごめんなさい｣が進んで言えるよう話をしています。 

〇あいさつ、返事をきちんと誰にでもできるように心がけていますが、なかなか本人はやってくれない。大人が元気い

っぱいやって、子どももしてくれますが、自分からすぐできるようになってくれればな･･･。 

〇少しずつ朝自分からあいさつをしようとしているようです。〇家族に対して言葉遣いに気を付けるようにしています。 

〇疲れや、機嫌により、あいさつはムラがあります。休んだり、リフレッシュしたりして、うまく切り替えができると

いいなと思います。 〇今後の課題として、家庭で取り組んでいきたいと思います。 

〇あいさつと返事はすごく大切に思っています。が、本人があまりしてくれない。大人がせかしてする感じです。自分

からもすぐ返事・元気なあいさつができるようになってもらいたいです。 

家庭学習継続の励まし・支援 
〇学習は、日に日に自分から行えるようになり、頑張っているようです。今は｢ハキハキ受け答えをすること｣を大切に

して、誰に対しても気持ちのよい関わりができるようになってほしいと思って、指導しています。 

〇毎日しっかりと勉強するようになり、勉強が楽しくなってきたと言っている。これからも家庭学習が継続できるよう

に応援していきたいと思います。 〇毎日自学を頑張っています。 〇テレビを消して集中して行えるようにしている。  

〇宿題・自学はきちんとしているが、丁寧な字を書く、覚えながら書くなどできるようにしていきたい。 

〇自学について、励ましたり、声をかけたりしているので、前回より習慣付いたのではないかと思っています。 

〇子どもがやりたいと言ったことは、できる限り応援している。（やりたいことがあるなら、やらなければならないこ

とはしっかりやるという約束をした上で、させている。）学校の宿題をしっかりするようになった。 

〇学年×10分の学習を毎日することで、家庭学習の習慣が付くように声がけをしています。 

〇２学期は毎日自学を頑張りました。今後も励ましていきたいです。〇自学が少しずつだが身に付いてきたように思う。 

〇学年が上がるにつれて帰宅後自分から宿題に取り組み、集中して学習できるようになったと思います。休日は開放感

からか、自ら学習することが少ないため、今後の課題と思っています。〇親が口出す前に勉強をするようになりました。 

〇次学年に向けて、少しずつ自覚が出てきて、取り組めるようになってきているようです。 

〇自学・宿題を自ら落ち着いてやっています。時々、兄弟の宿題を見てあげたりしています。 

〇宿題以外の学習を自分から進んでできていないので、自主的にできるよう、今後も励ましていこうと思います。 

〇自分から取り組むようになりました。〇学校の宿題を適当に終わらせるのでなく丁寧に取り組んでほしいと思います。 

家庭で話し合って、生活習慣づくり 

〇ゲームや動画は約束の時間をオーバーしてしまうので、本を買ったり図書館でも借りたりして“読む”ことに興味をも

つよう言葉がけも大切にしています。〇夜9時前に就寝させるように、夕食と勉強、風呂などの時間を調節しています。 

〇寒くなり、起きづらくなってきたので、早寝・早起きできるよう声がけしていきたいです。 

〇朝が苦手なので早起きができるように頑張っていきたいと思っています。〇メディアの時間を減らすようにしている。 

〇課外運動部に参加し、身体面精神面を鍛えられるようにしている。友達を大切にし、人の嫌がることはしない。 

〇宿題・自学の他に習い事もあるので、どのような時間の使い方をしたらよいか、家族でいろいろ考えています。 

〇メディアのきまり（家庭での約束）を、とてもよく守り、自分から進んで努力している。 

〇ゲームはなるべく週末のみとしています。 〇メディアの時間を守る、早寝早起きの習慣が身に付いている。   

〇早寝・早起き。〇１日のゲーム時間を決めています。お手伝いをしてくれます。学習時間は足りないように思います。 

〇メディアは注意しないとずっとしているので、自分で時間を決めてやれるようになってほしい。 

〇メディアは、ちゃんと学習してからやっているので、よいと思います。 

〇課題は、生活習慣とあいさつかなと思っています。声をかけたりして努力しているつもりだけど、

なかなか思うとおりにいかないのが現状です。 

〇食後の歯磨きに気を付けています。本人も食事後に気を付けてくれるようになりました。 

〇学年が上がるにつれて忙しく過ごす日が続いているので、しっかりと食事と睡眠を取るように 

心がけています。自分で眠る時間を決めて、それに合わせて行動できるようになりました。 

〇睡眠時間をたくさん取るように気を付けております。           ～皆様ありがとうございました～ 



第３部 今後に向けて「学校の取組」｢千田地区の取組｣ 
学校行事や学年の取組について、建設的な御提案をいただきました。大変ありがとうございま

した。感謝しつつ、来年度に向けて十分な検討を進めております。進行状況等について、御報告

いたします。 

☆家庭・地域・学校のつながりある活動を通して、子どもが伸び伸びと成長！ ⇒「子どもたちを中心に、

家庭・地域・学校のつながりを大切にした取組がされていると思う。学校や学年、地域子ども会等での活

動を通して、子どもたちが元気に明るく、伸び伸びと生活できている。」との御意見をいただきました。「一

生懸命指導してもらい、安心しています。」とのメッセージもいただきました。すばらしい地域の中で、皆

様と共に活動を進められること、大変心強く感じております。文部科学省が現在、新学習指導要領作成を

進めていますが、その大きな柱が「社会に開かれた教育」です。今後も家庭・地域・学校が目標を共有し、

子どもたちに「未来の創り手となるために必要な資質・能力」を育んでまいりましょう。 

☆学習発表会で図書室利用⇒今年度の学習発表会では、図書室にスクリーンを設置し、ステージ発表をリ

アルタイムで放映しました。小さいお子様連れの御家族様が、図書室で鑑賞をお楽しみくださいました。

来年度は、図書室にゴザ席も設け、座って御覧いただけるようにもいたします。 

☆子どもの学びが深まる米作り⇒５年生の稲作について、多くの方が気にかけ、手作り米を購入くださっ

ています。ありがたく心強く感じます。米作りの方法、米販売の時期や場所等について、子どもの主体的

な話合いや取組をいっそう活性化させ、米作に関する学びを深めていけるよう努めてまいります。 

☆学年だよりは毎回楽しみ！ ⇒「子どもたちの写真があるので、活動の様子が分かって毎回とても楽しみ

にしています。」との感想をいただきました。楽しんで読んでくださっているお姿をイメージし、励みにし

ながら、今後も活動写真や文章を紹介していきます。次週の予定は２枚ずつお配りしていますので、１枚

は家庭用として御活用ください。また、「普段なかなか学校に行けないので、学年だよりを通して学校や教

室の様子を教えてほしい」「学年の様子が伝わるよう具体的な内容を」との貴重なメッセージもいただきま

した。「子どもと家庭に直接関わる業務を大切に」との思いを新たにし、教室の様子を分かりやすくお伝え

してまいります。 

☆校外学習がとても楽しみ！⇒「社会の授業で見学をし、学んだことをグループごとに壁新聞にして発表

し合い、貴重な体験ができている。大人になってからもきっと役立つことがたくさんあると思う。」との貴

重な御意見をいただきました。将来の人生や社会に生きる知識・技能の高まりを目指し、有意義な体験学

習を仕組みたいと考えます。千田小学校では、ここ数年で新たな校外学習（１・２年東山ファミリーラン

ド旅行、４・５年新潟旅行、５年スキー旅行、３年社会見学等々）をスタートさせました。一方、小学校

英語や道徳の開始を控え、授業時数確保がいっそう重要視されています。そこで、縦割り活動の工夫とし

て、遠足に代え、「年間継続した昼休みの活動」を位置付け、異学年交流を進めています。校外学習は今後

も大事にし、学年の学習内容とつなげた内容を工夫いたします。 

☆正しい言葉を大切に⇒「漢字ドリル」を「漢ド」と言う等々、略した言葉を使うことがあります。正し

い言葉を学べる場であるよう、一つ一つの言葉の大切さを意識して使っていきたいと考えます。 

☆来年度学校行事⇒「学校行事の曜日・時期等の工夫」に関する願いをいただきました。一つ一つの行事

に向けて、御家庭で話題にしながら子どもたちを応援くださる思いが伝わり、ありがたく感じました。｢大

きな行事の流れ｣と｢子どもの活動リズム｣を大事にしながら、来年度の計画立案をしているところです。皆

様には来月、平成29年度年間行事予定表をお配りできるようにします。保育園・中学校にも早々に連絡い

たします。 

☆登校について⇒安全に登下校できるよう、お声がけいただき、ありがとうございます。登校時刻も一部

調整いただき、感謝しております。登校後は、教職員が見守る体制の中で、お子さんが安全に過ごせるよ

う配慮いたします。学校の始業（朝学習スタート）は８時15分です。雪道は通学に時間がかかり、学校到

着が遅くなることもあろうかと思います。到着時刻に幅があって構いませんので、何としても「安全に」

と願います。 

☆育友会行事について⇒「学年行事」「学年懇親会」について、三役会で話題にしていただきました。学年

行事や学年懇親会は、「楽しく・やりたい内容を計画」「負担にならないように・無理なく」という、三役

の皆様の御意見でした。その方針を受け、来年度育友会も、「楽しく・無理なく」進められますように…。 

☆ノルディックスキーリサイクル⇒昨年度末にスキーリサイクルの文書をお配りし、提供いただくスキー

を、先ずは課外活動用に使用予定です。育友会とも相談しつつ、長期的な視点でよりよい方法を探ります。 

今回の学校評価（児童・保護者アンケート）結果をもとに、来年度の計画を作成し、家庭・地域・学校

が連携した取組をいっそう深めてまいります。貴重な御提案をいただき、誠にありがとうございました。 



 


