
 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

質問

項目 
内 容 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 わからない 

１ 子供は、学校に行くのを楽しみにしている。 
63.7％ 26.6％ 7.4％ 1.0％ 

1.0％ 
90.3％ 8.4％ 

２ 学校は、教育方針を分かりやすく伝えている。 
54.3％ 37.9％ 4.3％ 0.4％ 

3.5％ 
92.2％ 4.7％ 

３ 
学校は、基礎的・基本的な学力や体力を向上

させるために工夫して取り組んでいる。 

58.8％ 36.0％ 2.8％ 0.4％ 
2.0％ 

94.8％ 3.2％ 

４ 
通知表は、学習や生活の様子がよく分かるよ

うに工夫されている。 

55.4％ 38.0％ 3.9％ 1.0％ 
2.0％ 

93.4％ 4.9％ 

５ 

学校は、生命の大切さや相手を思いやる心、

社会のルールを守る態度を育てようとして

いる。 

54.5％ 35.0％ 5.4％ 2.0％ 
3.1％ 

89.5％ 7.4％ 

６ 
学校は、個人面談や保護者会など、保護者と

話し合う機会を大切にしている。 

59.5％ 34.2％ 3.5％ 1.0％ 
2.0％ 

93.7％ 4.5％ 

７ 
先生は、子供の状態や状況（交友関係や学習

の理解等）を把握し、適切に対応している。 

56.0％ 31.5％ 7.4％ 1.2％ 
3.9％ 

87.5％ 8.6％ 

８ 
先生は、子供の学習・生活・その他について、

保護者との連絡や相談を丁寧に行っている。 

57.1％ 30.1％ 9.3％ 1.0％ 
2.7％ 

87.2％ 10.3％ 

９ 
学校は、児童の安全を守るための対策をとっ

ている。（避難訓練、連絡メール、安全指導等） 

62.0％ 31.8％ 4.3％ 1.6％ 
0.4％ 

93.8％ 5.9％ 

１０ 

学校は、子供が達成感や満足感をもてるよう

に学校行事（体育フェスティバル、音楽会等）

を工夫している。 

68.8％ 26.2％ 4.7％ 0.0％ 
0.4％ 

95.0％ 4.7％ 

１１ 算数少人数指導で効果をあげている。（全学年） 
47.7％ 30.2％ 5.4％ 1.0％ 

15.9％ 
77.9％ 6.4％ 

１２ 
学校は、新型コロナウイルス感染症対策を講

じながら、学校行事等を適切に行っている。 

66.8％ 26.6％ 4.7％ 0.0％ 
2.0％ 

93.4％ 4.7％ 

１３ 
学校は、安全性に配慮しながら、必要な場面

で効果的にタブレット端末を活用している。 

65.2％ 28.1％ 4.3％ 0.0％ 
2.3％ 

93.3％ 4.3％ 

学校だより 
 

令和４年３月１日 
３月号 

福生市立福生第一小学校 
令和３年度 第１１号 
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令和３年度 学校評価保護者アンケート結果について 

保護者の皆様には、日頃より本校の教育活動に御理解と御協力を賜り、深く感謝申し上げます。 

さて、本年度も学校評価保護者アンケートに御協力いただき、ありがとうございました。全体で約 83％の

皆様に御回答いただきました。結果を集計しましたので、ここに御報告いたします。多くの励ましの言葉と

ともに、御意見も多数いただきました。さらに向上できるように努力してまいります。 



【集計結果より】 

 ほとんどの質問項目で、「あてはまる」「ややあてはまる」といった肯定的な回答をいただきました。特に、

質問項目３「学校は、基礎的・基本的な学力や体力を向上させるために工夫して取り組んでいる」や、質問項

目 10「学校は、子供が達成感や満足感をもてるように学校行事（運動会等）を工夫している」で、高い評価を

いただいたことは、学校として大変嬉しく思います。 

しかし、新型コロナウイルス感染症対策で学校公開や授業参観等が減ったり、オンライン開催に変更したり

して、保護者の皆様に学校生活の様子を直接見ていただくことが十分にできなかったことから、質問項目８「先

生は、子供の学習・生活・その他について、保護者との連絡や相談を丁寧に行っている」については、肯定的

な回答が昨年度と比べて約４％減少し、また、質問項目 11の「算数少人数指導で効果をあげている」では、「わ

からない」と答えた方が多くいらっしゃいました。次年度は反省を生かし、コロナ禍でも保護者の皆様へ学校

生活の様子をできる限りお伝えするように、工夫して取り組んでまいります。 

【自由意見より】 

多くの保護者の皆様から学校へ貴重な御意見・ご要望をいただき、ありがとうございました。主な内容を要

約し一部を抜粋して掲載させていただきます。 

学習面・生活面について 

・ランドセルが重すぎだと思います。タブレットが増えた分、学校に置いていい物や、教科書の PDF化など対策

を講じていただけたら嬉しく思います。 

 ⇒教科によっては、デジタル教科書を導入しています。また、家庭学習に必要のない教科書は教室で保管する

など、少しでも負担が減るように対策をしていきます。 

・算数少人数制では、子どもがどのクラスに属しているのか把握出来ていません。（たぶん本人も）適宜定期テス

トの様な物で、クラス替えみたいなのがあるのでしょうか？ 

 ⇒同じ児童でも、計算や図形等、単元によって習熟度に違いがあるため、適宜レディネステストを実施し、ク

ラス分けをしています。 

・算数などはこれからむずかしくなるので週 1日位、放課後に宿題などをわからない所などを見てくれるクラス

（場所）があると良いです。 

 ⇒今後検討いたします。 

・集団行動が苦手な子どもに対して、温かく見守ってくださり、とても感謝しています。 

・先生が子どもたちのことをとてもよく見てくださるので、親子共々安心して学校生活を送れています。 

・担任の先生は、子供の事で何かあった時には、すぐに対応してくださり、とても安心しています。時にきびし

く、優しく子供に接してくれる先生を信頼しています。 

・転校生で不安でしたが、楽しく登校しています。ありがとうございます。 

・学校よりも各ご家庭の指導による所が大きいとは存じますが、非常に言葉遣いが悪い子を見かけます。（我が子

も悪い言葉をつかう事があり、都度注意してはいますがなかなかゼロにはなりません。）教員の方々からも子ど

もにご指導頂けると幸いです。 

 ⇒学校の中でも、場面を捉えて粘り強く指導していきます。 

・保護者や学校評価よりも授業内容を工夫する事を主軸にしたらより良い学校になると感じました。子供が授業

の時間が短いと感じるような、勉強が楽しい面白いと思えるような授業を期待しています。 

 ⇒教員の指導力向上や授業内容の工夫に、引き続き取り組みます。 

・学校の評価よりも、子供と向き合い話を聞いてあげてほしい。先生方は私たち親と同じくらい身近な存在です。 

・卒業生の間にいじめがあったことを聞いています。とても悲しい事実です。中学校への引継ぎはしっかりして、

子どもが安心して行ける学校になることを願うばかりです。 

 ⇒今後も、児童に「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を徹底させるとともに、全教職員でい

じめの芽を摘む指導をします。今年度より、６年生の３学期に御希望の保護者と個人面談を行っています。

今後とも、中学校へ安心して学校に通えるように詳細に引き継ぎます。 



学校と家庭との連携について 

・学期ごとの授業参観・保護者会は２学年まとめてではなく、各学年それぞれ別の日に設定してほしいです。先

生のお話を聞いたり、子どもたちの学校の様子を見たりすることができる貴重な機会ですので、兄弟関係で各

クラス行ったりきたりしていると先生方のお話がきちんと聞けず、残念です。 

・年間行事予定表を、学校のホームページでも見られるようになるとありがたいです。 

 ⇒今後検討いたします。 

・今後の連絡がメールなど電子化してもらえるとよいです。 

・欠席連絡をメールでもできるようにしていただきたい。（出社時刻と重なるため） 

・せっかくタブレットを 1人１台持っているので、欠席連絡をタブレットでできる様にしてもらいたい。コロナ

がまだあるのに、連絡袋を近所に預けにくいです。 

・保護者会の時間は毎年下の子がいる為、参加できないので、今後も zoomでやってくれると助かります。 

 ⇒タブレット端末を活用した保護者との連絡について検討していきます。 

・不審者メールは全福生学校で共有した方がいいと思います。 

・９について、よくメールは来るが、メールを送ればそれでいいのか？ 

 ⇒不審者情報は、市から市内全校へ連絡しており、福生警察署や青色防犯パトロールも出動しています。教職員

が地域を見回ることもありますが、保護者の皆様にも、御自宅周辺を見守っていただけるとありがたいです。 

新型コロナウイルス感染症の対応について 

・コロナ禍制限が多い中、できるだけ学校行事を開催して頂き、ありがとうございました。 

・コロナ禍で学校での様子を見る機会が減ってしまいましたが、学校便り、学年便り等でしっかり伝えて下さる

ので安心してお任せしています。また、コロナが落ち着いている時期に、音楽会や参観、社会科見学など適切

なタイミングで工夫して開催していただき、感謝しています。 

・学校行事など工夫された上で開催していただけ感謝しております。６年生になると貴重な宿泊行事も控えてい

るので、イベント内容が縮小してしまっても、なるべく実施の方向でご検討いただけると嬉しいです。 

・体育フェスティバル、音楽会など学校行事がオンラインで見たかった。他学年の子どもの様子が知りたい。昨

年度の展覧会は、オンラインで見れたので、祖父母と一緒に見ることができた。 

・先日の授業参観で児童が数名あごマスクでした。残念な気持ちになりました。まだ子どもなので強制的にする

必要はないと思いますが、声を出す場面では着用させるなど対応を望みます。 

 ⇒ついマスクを外してしまう児童には、正しく着用するように繰り返し粘り強く声掛けを行います。 

・タブレット端末があっても、全教科オンライン授業に対応できているわけではないようなので、やむを得ない

理由で学校を休んだ時の学習の遅れ等（理解度）が気になる。 

その他 

・仕事が休みの日に迎えに行った時等、確認せずに道路を渡っている子供達を多数見かけ、都度注意してはいま

すが、心配です。 

・実際のところ、家庭に遊びに来た友人で、学校で借りているタブレットを持ち出して利用していた場面もあり、

注意できなかった。 

・タブレットを使用するなら、YouTube 等、きちんと管理し、見られない様にした方が良いと思う。タブレット

の管理が甘いと思います。授業参観時、授業中にタブレットを見る子がいて驚きました。 

 ⇒「学習のために使用する」という原則を確認し、不適切な使用については個別に指導していきます。 

・こちらの学校評価に限らず、いじめアンケートなど紙ベースでは第三者の目にふれる可能性があります。せっ

かく iPadが全員に配られているのであれば、iPadでのやりとりはできるのではないかと思います。 

・記名のアンケートでも私は構いませんが、「書いたら評価に関わるのでは？」という保護者もいます。 

いただいた御意見につきましては、真摯に受け止め、改善に向けて検討し、今後の教育活動に生かしてまいり

ます。誠にありがとうございました。紙幅の関係上、すべての御意見を掲載しておりません。お読みになりたい

方は、副校長まで御連絡ください。 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 月 行事予定 

日 曜 学校行事  

1 火 安全指導 オリパラ文化プログラム 

2 水 委員会 卒業式練習始（５,６年） 

3 木 臨時時程 ５時間授業 ６年生を送る会 

4 金 ５時間授業           ＳＣ   

5 土  

6 日  

7 月 全校朝会 清掃週間始 

8 火 
音楽委員会発表集会 入学式練習（１年） 

たてわり班 臨床心理士巡回 

9 水 クラブ活動（３年見学） 

10 木 朝学習 ５時間授業 入学式練習（１年）  

11 金 朝学習 ５時間授業 避難訓練  ＳＣ 

12 土 ふっさっ子スクールフェスタ 

13 日  

14 月 全校朝会 安全指導 

15 火 入学式練習（１年） 

16 水 クラブ活動 やまなみ通室終 

17 木 朝学習 日本語通級終  

18 金 朝学習 臨床心理士巡回     ＳＣ 

19 土  

20 日  

21 月 春分の日 

22 火 
卒業式予行 午前授業（１～４年） 

清掃週間終 

23 水 ４時間授業 卒業式練習終 給食終 

24 木 
修了式 特別時程 ３時間授業 

卒業式前日準備（５年） 

25 金 卒業式（５,６年） 

26 土 春季休業日始 

27 日   

28 月   

2９ 火   

３０ 水   

３１ 木   

令和４ 年度  

４ 月 行事予定 

日 曜 学校行事（※朝会等が今後追加されます。） 

1 金  

2 土  

3 日  

4 月  

5 火 春季休業日終 前日準備（新６年登校） 

6 水 始業式 入学式 午前授業 特別時程 

7 木 
午前授業 特別時程 給食なし 安全指導 

集団下校始（1年） 

8 金 特別時程 ５時間授業 全校計測 給食始 

9 土  

10 日  

11 月 避難訓練 聴力（１､２年） 

12 火 
集団下校終（1年）保護者会（２,４,６年） 

尿検査１次① 

13 水 
福生市学力調査（３,５年） 

委員会活動（５校時）やまなみ通室始 

14 木 

福生市学力調査（２,４,６年） 

配膳練習（１年､ひまわり） 

聴力（３､５年､ひまわり） 

15 金 

１年給食始 オーケストラ鑑賞教室（６年）

日本語通級始 視力（１年,ひまわり） 

保護者会（１,３,５年,ひまわり） 

16 土  

17 日  

18 月 安全指導 眼科（全） 

19 火 
全国学力・学習状況調査（６年） 

視力（６年） 

20 水 視力（４､５年） ４時間授業 

21 木 尿検査１次② 1年生を迎える会   

22 金 スタートカリキュラム参観（１年） 

23 土  

24 日  

25 月 体力テスト練習始 

26 火 視力（２,３年） 一斉下校訓練（６校時） 

27 水 
消防写生会（１,２年,ひまわり） 

内科（４､５､６年） クラブ活動 

28 木  

29 金 昭和の日 

30 土  

卒業式について 

３月 25 日（金）午前９時

30分より、本校体育館にて、

令和３年度第 147 回卒業式

を行います。 

６年生の保護者及び来賓

の皆様におかれましては、

御多用中とは思いますが、

御参列いただき、６年生の

卒業を祝っていただきます

ようお願い申し上げます。   

御来校の際は、検温及びマ

スク着用の上、入口で手指の

消毒をお願いいたします。 

５年生児童は、在校生代

表として参加しますが、新

型コロナウイルス感染症の

状況によっては変更の可能

性があります。 

 

１年生が凧揚げをしました 

 ２月１日（火）、１年生の

生活科「きたかぜと あそぼ

う」の活動として、自分の凧

に好きな絵を描いて、校庭で

凧揚げをしました。初めて凧

を揚げる児童も多かったの

ですが、友達に手伝ってもら

い一緒に校庭を走り回り、思

い出深い一日となりました。

保護者ボランティアの皆様、

御協力ありがとうございま

した。 

 

スクールカウンセラー来校日 

上記行事予定に SCで示してあります。

相談を御希望の方は、副校長・養護教諭

まで御連絡ください。 

 


