
  

 
 

  ☆☆☆一人一人がキラリと輝く 名木野っ子☆☆☆ 

学校評価だより（前期）  
 

  名木野小学校では、学校教育課題解決の達成状況を把握するために、毎年、アンケートを 

基に学校評価を行っています。前期アンケートの結果の中で、特に今年度の学校課題と結び 

つきの強い項目について結果と今後の取組をお知らせいたします。 

 

表中の評価基準は A：肯定的評価 80%以上 B：70%以上です。 

 

知：「わかった・できた」達成感をもち、進んで学習する子 

 ★学習の基本を身につけ学ぶ楽しさを感じられる 

授業づくり、単元づくり 

 ★家庭学習の習慣化       

 

★学習の基本を身につけ学ぶ楽しさを感じられる授業づくり、単元づくり  

対象 評   価   項   目 肯定的評価 評価 判定 

児童 ○あなたは、学校の授業が分かる、できると感じていますか。 ９０％ A 

A 

児童 ○あなたは、授業に一生懸命取り組んでいますか。 ９４％ A 

教職員 ○学び方ガイドブックを活用し、話す、聞く、書くのスキルを日常的に指導し

ていますか。 
９５％ A 

教職員 ○子どもが主体的に動くために課題の提示や単元構成を工夫していますか。 ８５％ A 

★家庭学習の習慣化 

児童 ○ほぼ毎日家庭学習（学年×10 分）をしていますか。 ７１％ B 

B 

保護者 ○お子さんは、家庭学習に取り組んでいますか。 ８３％ A 

教職員 ○宿題スタートタイムを活用したり、家庭学習の取組を紹介したりするなどの

働きかけをしていますか。 
 ６３％ C 

   

 

 

 

 

 

令和３年度 

見附市立 

名木野小学校 

「授業が分かる・できると感じている」児童が９０％、「授業に一生懸命取り組んでいる」児童が９４％と授

業に関して肯定的な評価の子どもが多いことは嬉しい結果です。担任の日常的な働きかけや課題の提示、単元構

成（学習の流れの組立て）の工夫の成果が現れているといえます。そして、家庭学習の習慣化については、教職

員の指導、家庭学習の内容や取組方について課題があるといえます。 

今後は、前期のように「学び方ガイドブック」をもとにした「学びのプロ」の活用した学習を多く取り入れ、

継続しながら、子どもたちがもっと「分かる喜び」「できる喜び」を味わえるよう進めます。また、タブレット

を活用した基礎学力を高めていきます。家庭学習については、帰りの会前の「宿題スタートタイム」を活用した

り、内容の充実した家庭学習を紹介する環境整備をしたり、自主学習カードの記入方法を工夫したりしていきま

す。 

タブレットを活用した学習 



 

徳：思いやりのある行動や言葉遣いができる子 

 ★思いやりの心と人権感覚を育むための取組 

・自他を大切にする指導の推進 

・挨拶についての指導の充実 

・３A（あいさつ、歩き方、あたたかい言葉）運動の指導 

 ★社会性を育む特別活動の充実 

   ・子どもが問題解決や願いを具現する学級活動の実施 

    

 

 

★思いやりの心と人権感覚を育むための取組 

★社会性を育む特別活動の充実 

児童 ○あなたは、自分の学校のことが好きですか。 ８３％ A  

 

A 
児童 〇学級みんなで協力して何かをやり遂げてうれしかったことがある。 ９２％ A 

教職員 ○学級会の話し合いの時間を通して課題解決できましたか。 ８３％ A 

教職員 〇必要に応じて子どもと直接対話していますか。 ８４％ A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象 評   価   項   目 肯定的評価割合 評価 判定 

児童 ○あなたは、学校で友達や先生、お客さんにあいさつしていますか。 ８４％ A  

 

A 

児童 ○あなたは、地域の人にあいさつしていますか。 ８５％ A 

児童 ○あなたは温かい言葉遣いで話していますか。 ９１％ A 

保護者 ○お子さんは家庭であいさつをしていますか。 ９５％ A 

教職員 〇児童の状況を見て、挨拶、言葉遣いを適切に指導していますか。 ９０％ A 

 児童は、「挨拶」や「温かい言葉遣い」について全ての質問に肯定的な評価が 80%以上でした。保護者アン
ケートでも、肯定的な評価でした。しかし、保護者アンケートの記述欄にあるように、普段の生活の中で心な
い言葉が使われていることがあります。育伸会（PTA）の町内委員さんからは「朝の登校時の挨拶についてきち
んとできていない」「子どもたち同士での挨拶がない」というご指摘がありました。「あなたは学校が好きで
すか」「学級みんなで協力して何かをやり遂げてうれしかったことがある」についても肯定的評価が 80%以上
でした。ちょうど児童会の草薙祭りの時期だったこともあり、みんなでやり遂げる楽しさを実感できた子ども
たちが多かったと考えます。挨拶については、「いつでも」「だれにでも」「自分から」という視点からあい
さつや言葉遣いがよくなるよう委員会活動を上手に利用しながら、また、温かい言葉についても、繰り返し考
えさせていきます。子どもの頑張る姿をみんなに紹介する場を設定したり、職員間で子どもの様子を共有し、
困り感のある子に寄り添いながら、組織的に対応していきます。 

体育委員会によるドッジボール大会 草薙祭りを楽しむ子どもたち 

苗植えボランティア 



 

 

 

 

★意欲をもって体力を高める工夫 

★健康生活習慣づくりをする指導の工夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象 評 価 項 目 肯定的評価割合 評価 判定 

児 童 ○あなたは、体を動かすことが好きですか。 ９０％ A 
 

A 

児 童 ○自分のめあてを決め、一生懸命体育の授業に取り組んでいます

か。 
９４％ A 

教職員 〇体育授業における教材･教具や指導法を工夫していますか。 ８３％ A 

教職員 〇運動のめあてや振り返る場を設定していますか。 ７８％ B 

児 童 〇名木野っ子おやすみタイムの寝る時刻を守りましたか。 ８３％ A 
 

B 
保護者   

○ふだんより寝る時刻（おやすみタイム）を意識して声がけしました

か。 
８１％ A 

保護者 
○お子さんと、ゲームや携帯電話、スマートフォンの使い方について

ルールや約束を決めてますか。 
７９％ B 

体：運動や健康のめあてに向かって努力する子 

 ★意欲をもって体力を高める工夫 

  ・主体的に動き出す体育授業の指導の工夫 

  ・運動のめあてや自分の頑張り、成長を振り返る場の設定 

 ★健康生活習慣づくりをする指導の工夫 

  ・発達段階に応じた寝る時刻（名木野っ子おやすみタイム）の

設定とそれを守るための取組 

 クラス対抗ドッジボール大会 

 体力についての児童アンケートは、肯定的評価の割合が多く、体育の授業を頑張っている子どもたちが多く
います。「名木野っ子おやすみタイムの寝る時刻を守っている」と回答した児童は８３％、「意識して声がけ
をした」という保護者は８１％でした。健康生活週間中の「寝る時刻」については、各家庭で意識して頑張っ
ています。しかし、普段、夜 10 時以降に寝ている子どもたちも 36.6%います。子どもたちの日頃の様子から、
かなり遅い時間までゲームをしたり、YouTube を見たりしている子どもたちもいるようです。 
体育の授業ではたくさん活動させたいと思うと活動中心になってしまいます。しかし、体力や技能を高める

には運動のめあてをもたせたりやふり返りの場を設定することが大切であることを職員で確認しました。ま
た、児童同士がお互いの頑張りを認め合う場を設定し、さらに意欲的に体力向上ができるように働きかけてい
きます。寝る時刻が守れるかどうかとメディアの時間は大きく関係しています。帰宅後のメディア時間に関す
る指導の場を設けて、保護者の皆さんと連携することでメディア時間を減らして寝る時間を確保し、よりよい
健康生活習慣を身に付けていけるよう尽力していきます。 

持久走を頑張る子どもたち 



 

 

 

 

 

 

☆学力向上のポイントは「授業」 

自ら、「なぜ」「どうして」を本気

で考え、友達や先生、自分と議論し

ながら真剣に問題を解決する姿を目

指します。 

家庭学習は「学年×10分以上」

をその子の幸せのため、習慣に！ 

☆心の教育は、安心と安全から 

 楽しいことも苦しいことも共に味

わう仲間であってほしい。そのため

の第一歩が「あいさつ」誰にでも自

分から。 

 教職員は子ども理解に努めます。

一緒に過ごし、話をします。 

☆感染症対策の徹底 

 マスクは給食や激しい運動、熱中

症の危険がある等以外は付けます。 

 石けんでの手洗いが基本。 

 密ゼロの生活を。 

 毎日の体温測定や健康観察、引き

続きご協力をお願いします。 

☆心身の健康こそ宝 

 運動好きの名木野っ子。自分のめ

あてを達成するために努力する姿を 2

学期は主に器械運動で。タブレット

を使って友達と互いに技能を確認す

ることにもチャレンジします。 

 入眠は、遅くても 10時までに。よ

い睡眠が、よい明日をつくります。 



★★★保護者の皆様からの声★★★ 
ご多用にもかかわらず、アンケートのコメント欄に記述をしていただきありがとうございました。その中から今後の指導に参

考になるご意見をいくつか紹介いたします。 

＜学校の支援体制について＞ 

〇授業妨害など、学びたい子の邪魔だけは避けて欲しい。 

○問題やトラブルの多いクラスには、副任を付けるなどしてもう少し、注意や見守りをして欲しい。 

〇低学年は、目も手もかかることが多い。担任の先生一人にかかる負担の軽減、安全面のことを含め、副任制

度を検討して欲しい。 

○１年生の担任は、基本的なことを全て身につけなければいけないため、ベテランの先生を配置して欲しい。 

 

＜児童への生活指導・対応について＞ 

○放課後の過ごし方について注意して欲しい。自転車の乗り方が危ない子や公園の使い方がよくない子どもた

ちをよく見かける。 

○温かい言葉遣いを低学年から意識させていうのに、定着しないのが不思議である。 

〇登校班のトラブルで担任の先生に相談したら、その日に相手の保護者と面談し、即日で解決してくださり、

迅速な対応でとても信頼できると思った。 

〇友達関係で困っていたときに、担任の先生が丁寧に対応してくださったおかげで安心して登校できた。 

 

＜家庭や学校からの連絡方法について＞ 

○１年生はまだまだ子どもなので、宿題や連絡はある程度、親も分かるように大人用の連絡があると助かる。 

〇学校を休むとき、連絡帳を書いて渡すが、それを子どもたちが見ている姿を見かけた。個人情報でもあるの

で対応して頂きたい。 

〇学校を欠席する際の連絡方法、手段についてセキュリティの問題があるかもしれないが、メールでの連絡が

ありがたい。連絡帳に書けない内容のことも多くなり、登校班の児童に持たせるということを見直して欲し

い。電話対応に追われ、先生方が子どもから離れる時間を作らなくてはすむような工夫があって欲しい。 

 

 

 

・お子さんの学級の状況についてご心配をおかけしていることと存じます。誠に申し訳ありません。安全・安心

を第一に、そして、教育活動の充実のために学校ができる限りのことをやってまいります。子どもたち一人一人

の学習権の保障は守らなければなりません。他者の学習を妨げることは誰にもできないという指導を徹底して

いきます。 
現在、名木野小学校の職員数では、1 学級に複数の職員を付けることができかねます。ただし、級外職員や管

理職がその都度応援に入る体制をとっています。また、見附市教育委員会や教員経験のある地域支援ボランテ

ィアの方から応援をいただいています。 
 担任については、各学年それぞれに必要な指導があり、それを遂行すべく教職員全体のバランス、教員配当数

等の状況を考え、その年ごとに最善を尽くして配置しています。経験年数の差にかかわらず、名木野小学校の職

員はお子さんのために精一杯力を尽くします。お気付きのことは、いつでも担任等にお知らせください。 

・放課後の過ごし方や言葉遣いについては、学校はもちろんですが、ぜひ家庭、地域との連携を図っていきたい

と思います。学校運営協議会や育伸会、学年委員会等で話題にし、お子さんたちの健やかな成長に資する環境を

共につくっていきたいと思います。お願いします。 
なお、トラブルや問題行動については、即時対応を心がけています。よくない行動を見かけたら、すぐに情報

をいただけると生活指導主任を中心にすぐに学級指導ができる体制を整えています。何か情報がありましたら、

学校にすぐにご連絡ください。 

・子どもたち自身が成長していくために、毎日の宿題や持ってくる物については連絡帳に自分で記入していま

す。保護者の方に確実にお知らせしたい場合は、学級だよりや学年だよりを通じてお知らせしています。必要

に応じて電話連絡させて頂く場合もあります。不明な場合は、お気軽に担任までお知らせください。欠席連絡

については、渡された連絡帳の中を見ないように子どもたちに指導していきます。学校でも、メールを活用で

きるか検討中です。どうしても連絡帳に書けないような理由で欠席する場合は、電話連絡していただいても構

いません。担任が不在な場合は、必要に応じて折り返し連絡させていただきます。 



＜学校のプール授業について＞ 

○学校のプールがいつまでも壊れたままというのはなんとかならないのか。 

〇早く学校のプールを直してください。 

〇水泳授業が全くないのが不安である。学校のプールは直してもらえないのか。 

〇プール授業がこの２年間全くなく不満を感じる。他校のプールを借りるなど全員が泳げる環境を確保して欲

しい。 

〇２回しかない水泳授業はやめて欲しい。２回だけのために水着を買わなくてはならない。 

 

＜その他＞ 

〇学校だよりやホームページなどでもっとどのように子どもが学校で過ごしているのかを見たいです。 

〇学校のホームページをもっと更新して欲しい。 

〇ホームページで子どもの様子をが見たい。 

〇子どもからしか学校での様子を聞かないので、連絡帳などで、毎日でなくてよいので先生から見た様子を教

えてほしい。 

〇体育座りは、体に負担がかかるので他の座り方でも OK にしてほしい。 

〇大雨や台風、地震の災害時に親や祖父母がどう対応したらよいのか分からない。 

〇コロナ禍で例年と、昨年とも違っていると思うので行事等の予定変更は、早めに教えてほしい。 

〇「読書」は、毎日の親からの読み聞かせは入らないのか。 

〇名木野っ子おやすみタイムとは何か。 

〇子どもたちの植えた花や野菜の畑の草取りや美化活動を有償ボランティア等で行って欲しい。 

〇このアンケートは生かされているのか。 

〇子どもの個性を伸ばす教育をしていてとても佳いと感じている。 

〇先生方がとても学校や子どもたちのことを思って行動してくれていることに感動している。 

〇コロナ禍の中で、無事に修学旅行を実施できて本当によかった。感染対策等、大変だったと思う。 

 

 

 

 

 

・体育の水遊びや水泳授業が計画通りに進まなかったこと、誠に申し訳ありませんでした。 
 名木野小学校のプールは、令和元年度に壊れ、修繕が必要な状態になりました。しかし、大きな費用を要

することから、学校と見附市教育委員会で協議を行い、修繕をせず、市民プールで授業を実施することとし、

学校運営協議会でも説明され承認を得ていました。令和 2，3 年度にはこの説明をしておりませんでした。重

ねてお詫びいたします。来年度は、市民プールの幼児用プールの使用や低学年でも大プールが安心安全に使

用できる環境を整えたり、他校のプール使用ができるかを検討したりできるよう教育委員会に要望していき

ます。水着の用意など本当にありがとうございました。 

・ホームページの更新だけでなく、学校だよりや、学年、学級便りなども含め、できるだけ子どもたちの様

子をお知らせできるよう努めて参ります。ただし、一番の願いはホームページや各種便りをもとに、子ど

もたちが直接家庭で学校の様子を伝えることです。子どもの役割が便りの受け渡しのみにならないよう、

便り等の内容を工夫していきます。 
・体育座りについては、負担をかけないように子どもたちの様子をよく見ていきます。 
・防災についての対応は、文書やメール等で災害の状況により、その都度お知らせいたします。各ご家庭で

も「災害時の我が家のルール」等を予め決めておいていただけると幸いです。 
・行事等の予定変更については早めにお知らせするよう心がけます。 
・「読み聞かせ」も読書に入ります。詳しくは、家読週間のカードをご覧ください。 
・このアンケートを学校運営に生かすよう努力をしています。なお、保護者アンケートの内容の多くは見附

市共通のものです。見附市立学校全体にも生かされています。 
・「名木野っ子おやすみタイム」とは、健康生活週間時に、年齢に応じた適切な睡眠時間をもとに、目安とし

て設定した就寝時刻のことです。詳しくは健康生活週間のカードをご覧ください。 
・今後も正解がひとつでない中ですが、子どもを真ん中に据え、最適解を考慮して教育活動を推進していき

ます。ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 


