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学校評価２０１５（2015 年 9 月実施）                           ｐ１ 

保護者アンケートから                              5 点満点  平均 

教育課程 子どもは楽しく学校に行っている。 3.8 3.4 

あなたの学校への願いに学校は答えている。 2.8 

子どもは学校行事に積極的に参加している。 3.8 

学習指導 先生は分かりやすい授業に努めている。 3.7 3.6 

学校は積極的に読書に親しむ機会を設けている。 3.6 

学校は学習の成果を適切に評価している。 3.5 

生活指導 学校は適切に生活指導をしている。 3.5 3.6 

学校は社会のルールやマナーを身につけさせる指導を行っている。 3.7 

学校は家庭と共通理解を図り生活指導を行っている。 3.7 

先生に子どものことについて相談できる。 3.6 

進路指導 学校は正しい勤労観、職業観を身につける取り組みをしている。 3.3 3.3 

安全管理 学校は地震や火事、不審者から自分を守る方法を指導している。 3.5 3.6 

学校では児童の安全に関する適切な指導が行われている。 3.7 

保健管理 学校は早寝早起き、朝食をとるなど、規則正しい生活を心がけるよう指導

している。 

3.7 3.7 

学校は健康管理について保健だよりなどで保護者に伝えている。 3.7 

組織運営 

情報管理 

学校では子ども・保護者に関する個人情報が適切に保護されている。 3.6 3.5 

学校の教育方針や行事、活動などの様子をよく知っている。 3.5 

保護者・

地域との

連携 

学校は学校の情報を学校通信やホームページ等を通して保護者に伝えてい

る。 

3.7 3.7 

学校は保護者や地域の人たちが授業や懇談会等に参加し、教師と話をする

機会を設けている。 

3.7 

施設 

設備 

学校は学習の場として子どもが活動しやすい環境が整っている。 3.3 3.4 

学校が生活の場として、清潔で美しく整っている。 3.5 

 

保護者の評価（その他） 

●学校に楽しく通い、学校行事にも積極的に参加していると感じている。 

●教師と児童の信頼関係が築かれている。 

●Body,Mind,Sprit の教育の実現、調和のとれた少人数教育、特にキリスト教教育が実 

践され、子どもたちがキリストに近づく機会が提供されている。 

●愛情を持って子どもに接し、子どもが持っている個性、良いところを伸ばしてくれる。 

●教師は親身に子どもたちをみてくれる。 

●低学年はのびのびと、高学年は下級生の面倒を見て頼もしく育っている。 

 

 

 

 



保護者のニーズ                      ★検討が必要 ☆年度内改善  ｐ２ 

▲学校への願いのうち、英語

教育 

★英語に対しての不安感を払拭する方法の検討をすすめる。 

①学年ごとに身につけた力を見える形にして発信 

英語の発表会、英語検定 

②英語カリキュラムの強化 

三育小学校英語に基づいてカリキュラムを再整理 

(2014) 

カリキュラムの中の目標に即した評価について再検討し

ていく。 

③学級内でのプチ英語の毎日導入を試行する。 

月ごとの讃美歌に英語歌詞のあるものを設定してい 

る。 

朝の会、帰りの会に暗唱聖句や校訓などを英語で。 

朝の会、帰りの会の司会やお祈りを英語で行う。 

 

 

▲私立らしさ、三育らしさ ★毎回定番の課題となる要因を探る。三育らしさは何かを再度探

り、明文化して全教職員でシェアしていく。と、同時に全国の

三育系列校での調整・骨格の統一を提案したい。 

 

▲子どもが考える時間の確保 ☆校内研修で得た知識を担任学級へ導入し、スタンダード化する

工夫。さらに教師間で再シェアしていく。 

 

▲分かりやすい授業の提供 ☆常に工夫を加える 

①当該年度の学級の児童に即した工夫、時代に即した工夫を取

り入れる。 

②話すスピードの工夫、話す内容を精選する 

いずれも校内研究授業、教師会でのシェアを導入し 

ていく。 

 

▲適切な生活指導 ☆適正化 

①現状に即した見直し、適正化を継続して行っていく。 

②保護者からの情報収集の機会を検討していく。 

 

▲教師に相談 ☆対応姿勢を示す  

①「忙しい」「時間が無い」などが伝わらぬよう、常にプラス対

応で。 

教師会で今後もシェエし合い、担任だけで抱え込む 

ことを減らす。 

②教師側からコミュニケーションを図る 

積極的に挨拶、声掛けを心がける 

 

▲勤労観、職業観を身につけ

る取り組み 

★定期的な取り組みの導入と発信 

①卒業生や保護者、企業や NPO などの出前教室などの導入を検

討する。 

②教師も児童と一緒に掃除や労作に取り組むことで意識改革し

ていく 

 



                                           ｐ３ 

▲安全に対する適切な指導 ★指導計画の見直しをしていく。 

①防災に加えて、防犯・薬物・喫煙などの学習機会を検討する。 

②防災訓練の回数を増やす 

 

▲保護者への発信 ☆時節に即した発信方法を検討、試行していく。 

①学校からのお知らせや保健便りによるタイムリーな発信 

②いまだ実現しない三育学院大学の看護学部との連携を模索し

ていく。 

 

組織運営・情報管理 管理規定に即した扱いの継続、保護者会や HP での発信  

保護者・地域との連携 通信の改善と児童の文章掲載、HP のリニューアル（スマホ対応）  

▲授業や懇談会への参加、教

師との接点 

☆第二土曜日の教育講話（今年度） 

☆学校での行事に、今後も広く参加を呼びかけていく。 

☆保護者会の三育祭りやその他行事を利用させていただく。 

 

▲学習の場として児童が活動

しやすい環境 

☆図書貸し出しシステムの整備(今年度) 

①アナログから電子化へ 

★古くてもきれいに見せる工夫を継続、実施していく。 

①整備計画の作成 

②修繕が必要な箇所の定期的な洗い出しによるタイムリーな対

応 

皆さんに分かる形で対応 

③校舎内外の塗装 

計画的な実施を検討 

☆トイレ 

①異臭 

現状の換気装置の点検・改良と使用法の改善を順次実 

施する。 

整備計画に跡付けの洗浄装置(センサー式前洗浄・後洗 

浄)を。 

★現行教科書に合った教材教具や設備のチェックと導入計画を作

成していく。 

★体育館・雨天時の体育 

①一番多い意見(夢)ではあったが、実現は難しい。 

雨天時の体育の内容を再検討し、順次導入していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 



その他のニーズ                                     ｐ４ 

▲兼任でなく、専任校長を。 ★経済状況が改善すれば配置されることを説明すべきか。  

▲保護者の参加しない行事の

写真購入 

☆現行の個人情報管理の規定のために、写真撮影が限定。 

①管理規定を見直すと同時に、現規定内で許される集合写

真については、 

   学年末にはまとめて有償配布できるように準備検討 

に入る。 

②撮影漏れを無くすために、行事の実施計画に担当を盛り

込んでいく。 

 

▲パン給食以外の穀菜食給食

の導入 

★こまめに情報の収集を継続する。 

現状では、地域的に委託できそうな業者が見当たらない。 

少人数に対応してくれる業者 

おいしくて子ども受けする菜食メニュー 

さらに少数のアレルギーに対応できるか 

 

▲放課後の預かり ☆実施案を作成し鋭意検討中  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



児童アンケートから                                   ｐ５ 

5 点満点  平均 

教育課程 学校に行くのが楽しい。 3.5 3.5 

学校行事は楽しい。 3.5 

校長先生の礼拝の話は分かりやすい。 3.6 

学習指導 授業は分かりやすい。 3.2 3.2 

授業で分からないことについて先生に質問しやすい。 2.8 

学校は読書に力を入れている。 3.1 

自分を大切にすることや他人への思いやりについて教えてもらっている。 3.7 

先生は学習の様子を正しく評価してくれる。 3.5 

生活指導 学校で社会の決まりについて教えてもらっている。 3.5 3.4 

先生は児童の悩みや不安に親身になって相談にのってくれる。 3.4 

進路指導 先生は働くことの大切さについて教えてくれる。 3.0 3.0 

安全指導 学校で地震や火事・不審者から自分を守る方法を教えてもらっている。 3.6 3.5 

学校で交通ルールや遊具の安全な使い方などを教えてもらっている。 3.5 

保健管理 学校は早寝早起き、朝食をとるなど、規則正しい生活を心がけるように呼

びかけている。 

3.7 3.7 

研修 先生は教え方にいろいろ工夫をしている。 3.3 3.3 

施設 

設備 

学校の図書館は本が整備され利用しやすい。 2.9 2.9 

学校が「生活の場」として清潔で美しく整っている。 3.0 

 

保護者の評価（その他） 

●学校に行くのが楽しく、校長先生の話は分かりやすい 

●自分を大切にすることや周りへの思いやりを教えてもらっている。学習の様子を正し 

く評価してくれる 

  ●社会の決まりについて教えてもらっている 

●規則正しい生活の呼びかけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



児童のニーズ                       ★検討が必要 ☆年度内改善  ｐ６ 

▲運動会や宿泊学習が楽しい 

  

 

☆楽しくない理由が分かれば改善につなげられる。 

①児童にも行事実施後に振り返りの機会を与え意見を吸い上

げる 

 

 

▲分かりやすく楽しい授業 

  

☆形成評価を上手く利用して、児童の理解度をもっとこまめにチ

ェックする。 

☆その年の児童の実態に合った工夫をしていく。 

 

▲授業で分からないところを

先生に質問しやすい 

  

  

☆質問しやすい関係性構築に努める。発表や意見を引き出す授業

展開を実施するため、校内研修や教師相互の研鑽に努める。 

☆質問しに来にくい児童への配慮と、来やすくする工夫の研究を

する。 

▲読書に力を入れている 

  

 

★学年毎の読書計画パッケージを導入するなど、目標を持って積

極的に取り組む指導体制を確立する。 

☆図書貸し出しシステムの向上を目指す。 

☆図書委員会の活動(昼のお勧め図書放送、読み聞かせ)を活発化。 

★読書に繋がる段階的な学習指導(図書指導)の導入を検討する。 

▲児童の悩みに親身になって

相談にのる 

  

 

☆教師と児童との関係を良い意味でより親密にして、児童の様子

を細かく観察する目を鍛える研修・研究や努力をする。 

☆時代や地域、環境に合った考え方で子どもたちをみる。子ども

たち目線で理解し、まず話をよく聞く。その上で子どもたちが

理解しやすい方法で諭す。これによって子どもたちの自浄能力

を働かせるよう努める。 

☆問題内容について、できるだけ教師で情報を共有し、チームで

対応していくように教師会などの機会を利用する。 

 

▲働くことの大切さを教えて

いく 

☆祈りをもって、一緒に働くことを通して、何を感じることが大

切かを教えていく。 

 

▲地震、火事、不審者から身を

守る方法 

★訓練や特別授業を定期化していく。  

▲交通ルール、遊具の安全な使

い方を教えてもらっている 

  

☆交通安全教室はこれまで通り実施 

★遊具の使い方について、体育で年度初めに統一指導する準備を

していく。 

▲教え方にいろいろ工夫して

いる 

  

 

☆毎年同じやり方・・・と感じさせない新鮮さを教え方に取り入

れていくよう研鑽をする。 

☆楽しくポイントをしっかり抑えさせる工夫を研究する。また、

教師間でのシェアの機会を持つ。 

 

                                         

 

 

 

 



   ｐ７ 

▲図書室は整備され利用しや

すい。 

 

☆図書管理システムの導入により、図書整備計画の推進を図る。 

★新しい本を入れてあげることが急務だが、システムへの登録と

除却、新規購入計画の策定。 

 

▲学校が清潔で美しく整って

いる 

  

 

☆各教室の整理整頓、公共の場のきれいな使い方の指導を徹底す

る。 

★古いけれども手が入っていると感じさせる計画的な補修・清掃

計画。学校全体として統一感を醸し出す工夫を検討する。 

 

その他のニーズ 

▲図書室の整理整頓・利用法 ☆口頭での発信は限界あり。明文化するなど全クラスで統一

した指導をする工夫をしていく。 

 図書の扱い方、図書室の利用法、PC の利用法など 

 

 

▲新校舎トイレ 

  

 

☆電気と換気扇がセットで作動し、音が大きい。点検整備を

実施する。 

☆悪臭については、水の流し方と利用法の指導徹底をする。 

 換気扇の常時作動なども試行してみる。 

   児童の掃除の無い曜日は教師が掃除するなど試行す 

る。 

★旧校舎トイレも加え、薄暗く怖い印象。 

 旧校舎は明り取りを増やすなど構造の改善を検討す 

る。 

  塗装をより明るいものにするなど検討する。 

 

▲スクールバス 

  

 

 

☆シートベルトの不良 

不良箇所の点検を行い、修理を依頼した。 

★内装シートの破れ 

 状態を把握し、補修方法を業者と検討する。 

★落書きなど 

 特にピンクバス 消す方法を検討する。 

☆バスが管理されている様子を常に示し、大切に使うことを

身につけさせる。 

☆バスグループの指導を登下校グループとあわせて定期的に

実施。 

 

▲体育（難易度の高いものに

も挑戦したい、チャレンジ性の

高いシステム導入） 

  

 

☆意欲を持って継続して導入していけるものを順次導入。ま

たは復活。 

★より難易度の高いものを指導するにあたって、児童の学年

に応じた指導法の研究。体育ことばの研修、効率的で安全

な補助の仕方などをシェアしあう。 

 



教職員アンケートから                                  ｐ８ 

改善策 

                          ★検討が必要 ☆年度内改善 

▲よく分かる授業作りの実践 

  

☆時学級だけの実践にとどめず、教師間でシェアしあうため

研修を実施する。 

 

▲児童の相談にのる 

  

 

 

★カウンセラーなど、利害を気にせず話にいける場所の導入

を検討してほしい。 

★ゆったりと向き合うための心の余裕を持ちやすい勤務体

制、業務内容を検討する。 

☆児童への声掛けや定期的・計画的な相談時間等の設定を研

究する。 

 

▲健康管理について家庭との

連携を図るための発信方法 

☆その時節に合わせた定期のメッセージの発信を試行してみ

るなど、連携方法を検討する。 

 

▲個別の指導計画 

  

★簡易のカルテ様のものを試行導入するなど検討する。 

☆一人ひとりを大切に指導する。 

 

▲仕事の分担が適切で、集団と

して適切に機能している。 

 

☆担当にまかせっきりにせず積極的なフォローをしあうチー

ムワークを実践する。 

☆フォローしやすいように進捗状況の報告連絡相談を徹底す

る。 

☆不適切な箇所の洗い出しをして、改善に活かす。 

 

▲社会の変化に即した課題を

取り入れたり、校内研修を行

う。 

★研修の実施と他の業務とのバランスを考えて計画的に実施

していく。 

 

 

▲積極的な授業・学校公開に努

めている。 

☆積極的に情報発信したり、公開プログラムの企画を検討す

る。 

 

▲定期的な点検の実施 

  

 

☆学年度末に導入してきた点検報告を、回数を増やして実施

してみる。 

★点検、補修の実施マニュアルを策定する検討に入る。 

★整備計画を立て、できるもの、優先順位の高いものから順

次実施していく。 

 

 

光風台三育小学校のよりよい教育環境の実現へ向けて、計画的に着実に前進していきたいと思います。

皆様のご理解とご支援を今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 


