
 

 

 

 

 

 

学校評価アンケートへのご協力ありがとうございました。 

                                         副校長 国本 順子 
  学校評価アンケートの結果をお知らせします。（215通／271家庭 79％） 

 

【学校】に関する1～11の項目に関して、「よくできた」「ほぼできた」を合計すると、概ね90％達成しているとの評価を

いただきました。どの項目も「よくできた」が昨年度より上がり、保護者の皆様が評価していただいたことをありがたく受

け止めています。この中では、問5．「教師は児童理解に努め、いじめや荒れのない学級づくりを行っているか」が、他に比

べて「改善の必要あり」が多かったです。子供の様子を見て、子供の気持ちや状態を考え、その状況にふさわしい支援・指

導ができるようにします。 

【我が子】に関しては、「よくできた」「ほぼできた」を合計すると、70～80％程でした。各ご家庭で協力していただいて

問1．
あいさつや返事など生活の
基本的なルールの徹底に努めているか。

R2年度

R元年度

問2．
基礎・基本の定着を図るための学力向上の
取組を進めているか。（弘一タイム，少人数指導，すっき
りタイム夏季学習教室等）

R2年度

R元年度

問3．
モーニング・スポーツや休み時間の外遊びの励行，定
期的な生活リズムチェックを通して，健康づくりを進め
ているか。

R2年度

R元年度

問4．
教師は子供に分かりやすいように
工夫して授業を行っているか。

R2年度

R元年度

問5．
教師は児童理解に努め，いじめや
荒れのない学級づくりを行っているか。

R2年度

R元年度

問6．
給食や給食だよりを通して，栄養や正しい
食生活を身につける食育に取組んでいるか。

R2年度

R元年度

問7．
学校は行事ごとにアンケートを実施し，
保護者の意見や要望を聞き取っているか。

R2年度

R元年度

問8．
各種便りや通知文，ホームページ，
掲示板などで情報発信に努めているか。

R2年度

R元年度

問9．
教育活動に地域や保護者の協力を得て，地域や保護
者との連携を深めているか。（図書や丸つけのボラン
ティア，廃品回収等）

R2年度

R元年度

問10． 校舎内外はきれいで，環境は整っているか。
R2年度

R元年度

問11．
放課後子ども教室（弘一プレイランド）は，放課後の子
供たちの安全・安心な活動場所として利用しやすい
か。

R2年度

R元年度

問12．
場に応じたあいさつや返事，言葉遣いが
できているか。

R2年度

R元年度

問13．
早寝・早起き・朝ご飯などの基本的な
習慣が身についているか。

R2年度

R元年度

問14．
家庭学習（宿題を含む １０分×学年）の
習慣が身に付いているか。

R2年度

R元年度

問15．
町会や自治会など地域の行事に参加して
いるか。

R2年度

R元年度

問16．
あいさつや返事など生活の基本的なルール
の徹底に努めているか。

R2年度

R元年度

問17． 親子や家族の会話をもとうとしているか。
R2年度

R元年度

問18．
学校公開や授業参観，保護者会に参加して
いるか。

R2年度

R元年度

問19．
学校の教育活動やＰＴＡ活動に参加し協力
しているか。

R2年度

R元年度

問20．
地域の一員として子供の見守りに協力して
いるか。

R2年度

R元年度
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今年度は、ほとんどの地域行事が行われませんでした。
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いることがわかりました。基本的な生活のルールが日常の場面でも実践できるように、ご家庭と歩調を合わせて進める工夫

や努力をしていきます。 

【家庭・地域】に関しては、今年度は学校公開やPTA活動などが中止になることも多く、学校での子供たちの様子を見てい

ただく機会が限られました。そのような中で、できる限り学校に協力しようという保護者の皆様の気持ちが伝わってきまし

た。今後、新型コロナウィルス感染症の拡大が収まり、今までのような教育活動が行えるように準備するとともに、GIGAス

クール構想などの取り組みなども踏まえ、教育活動に反映させてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月の目標 生活 校舎内を静かに歩ける子になろう 給食 好き嫌いしないで食べましょう 栄養 食事のマナーを知ろう 

 

 

ろう 

＜２月の予定＞ 

１日 （月） EA全校朝会 新１年生入学説明会10:45～ 
２日 （火） PU○ 避難訓練 
３日 （水） 朝読書 SC 
４日 （木） PU EA  
５日 （金） PU○ SC 
８日 （月） 全校朝会 
９日 （火） PU○  

１０日 （水） 朝読書 
１１日 （木） 建国記念の日 
１２日 （金） PU○ SC 安全指導日 
１３日 （土） 土曜授業日（公開未定） 

長縄記録会 長縄強化月間終 
クラブ活動(4～6年は４時間授業) 

１５日 （月） EA 全校朝会 言葉遣い重点週間 ～19日 
６年奉仕活動 ６年保護者会15:30～ 

１６日 （火） PU〇 交通安全教室(３・５年) 
１７日 （水） SC 児童集会 
１８日 （木） 水特 EA 地域パトロール 

午前授業(４年１組研究授業のため) 
下校:全学年13:20頃(４年１組は14:20頃) 

１９日 （金） PU〇 SC 食育の日 
２２日 （月） 全校朝会 交通安全教室(１・２年) 
２３日 （火） 天皇誕生日 
２４日 （水） 水特 SC 委員会活動 
２５日 （木） PU EA 
２６日 （金） PU○ ６年生を送る会(動画放送) 

＜３月の予定＞ 

１日 （月） 開校記念日(登校日) 全校朝会 EA 
２日 （火） PU○ 一日自然体験教室(５年) 
３日 （水） 水特 SC 午前授業(区小研のため) 

下校:全学年13:00頃 
４日 （木） PU EA 
５日 （金） PU○(丸付けボランティア終) SC  

謝恩会(1～5年生は５時間授業14:20頃下校、
6年生は15:45頃下校、水曜時程)  

８日 （月） 全校朝会 交通安全教室(４・５年) 
９日 （火） PU 安全指導日 

１０日 （水） SC 児童集会 保護者会(１～５年) 

EA：英語ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ来校 SC：ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 
PU○：弘一ﾀｲﾑ（丸つけあり） PU：弘一ﾀｲﾑ（丸つけなし） 
水特：水曜日特別時程 

2月は、「コアラくらぶ」は行いません。 

一画一画に思いを込めて 

国語部 佐藤 愛 

１月１８日（月）～２２日（金）まで書初め展が開

かれ，多くの保護者の皆様に見ていただきました。あ

りがとうございました。 

今年度も，講師の田村さんをゲストティーチャーと

してお招きし，練習も本番も担任と一緒にご指導いた

だきました。個別指導の中で名前の書き方まで丁寧に

ご指導してくださり，子供たちは教えていただいたポ

イントを意識して取り組む姿が見られました。 

高学年の作品を見ていると，練習を積み重ねていけ

ばこんなに堂々とした力強い文字が書けるようにな

ると成長を感じます。ぜひご家庭で，お子様の作品を

保存しておいてください。たった１年でも大きな成長

を文字から感じとることができるはずです。 

近年ではパソコンやタブレットが普及し，文字を書

かなくてもすんでしまう時代へとなってきています

が，書初めの文化はずっと昔から受け継がれていま

す。文字を書く時間は自分自身と向き合う時間でもあ

ると考えています。その時の気持ちが文字にそのまま

表れます。一言も話さず，一画一画に気持ちを込めて

真剣に書き上げる子供たちの姿は大変立派でした。 

今年は，東京オリンピック・パラリンピックが開催

される予定であり，子供たちは日頃から国際理解の学

習を各学年の発達段階に合わせて行っています。世界

に目を向けることはもちろん大切なことですが，日本

の文化についても学び，大切に受け継いでいってほし

いと思います。 

長縄記録会について                            体育部 土信田 忠勝 

本校では以下の３つを活動のねらいとして長縄に取り組んでいます。 

① 長縄を使って楽しく運動することができる。 

② 目標をもって長縄跳びに取り組むことにより、運動する機会を増やし、体力向上を図る。 

③ 目標に向かって教え合ったり、励まし合ったりしながら、仲間と協力して取り組む態度を養う。 

今年の長縄記録会は２月１３日を予定しています。記録会まで、偶数学年・奇数学年に分かれて一日おきに１７分休みに

校庭で練習を行っています。密になる状態を避け、練習後には手洗いうがいを徹底するなど、感染防止対策を取りながら練

習を行っています。 

お知らせ 3年2組担任の勝沼莉菜教諭が、２月７日から出産のためお休みします。 

代わりに、石沢真耶（まや）教諭が新しく着任します。よろしくお願いいたします。 
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