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①授業研究を通じて、算数科の単元づくりと授業づ
くりを行ってきた。今後は、育成を目指す子どもの姿
に向けて、その手立ての在り方について研究を深め
ていく必要がある。
②生活科では、地域と関わる時間は設けられな
かったが、校内の教職員との関わりをもちながら、
学習を進めることができた。問題解決的な学習につ
いては、生活科や「横浜の時間」の授業改善を図り
ながら、今後も子どもが主体的に学べるような単元
づくり・授業づくりをしていく必要がある。

B 生きてはた
らく知

①重点研授業研究を通じて授業づくりに努め、子
どもの主体的な学習を実現させるとともに、主とし
て、算数の学習を中心に子どもの「伝える力」を
高めていくようにする。
②生活科や「横浜の時間」を中心に問題解決的
な学習を行いながら、子どもの主体性や表現力を
高めていくようにする。また、可能な範囲で、地域
の人や専門家と関わる時間をもち、自分の地域
のことを知ったり、専門家ならではの表現、価値
観に触れたりするようにする。

生きてはた
らく知

①全教員が重点研授業研究を通じて授業づくり
に努め、子どもの主体的な学習を実現させるとと
もに、主として国語の授業を中心に子どもの書く
力の系統性を重視してその力を高めていくように
する。②生活科や「横浜の時間」を中心に地域や
社会と関わり合う時間を設定して、問題解決的な
学習を行いながら子どもの表現力を高めていくよ
うにする。

①授業研究を通して、子どもたちが主体的に
学習に取り組めるような単元構成の工夫を考
えた実践を行ってきた。今後は、身に付けた力
を他教科や行事など様々な場面で生かしてい
けるようにする。②学校農園、花壇などの縮小
によりかなり制約があるが、キラキラ応援隊の
協力を得て、地域とのつながりを大切にした学
習を実施するように努めてきた。「横浜の時
間」では、地域と関わる材に出会わせることで
深い学びにつながるよう意識した。

B 生きてはた
らく知

①重点研授業研究を通じて授業づくりに努め、子
どもの主体的な学習を実現させるとともに、主とし
て算数の授業を中心に子どもの「伝える力」「自
分の思いをもつ力」を高めていくようにする。②生
活科や「横浜の時間」を中心に可能な範囲で地域
や社会と関わり合う時間を設定し、問題解決的な
学習を行いながら子どもの主体性や表現力を高
めていくようにする。

① 限られた授業時間数の中で、また感染症予防と
関連させながら自他を思いやる心や規範意識を育
てていけるように指導を行った。②人権月間を活用
し、各クラスで他者を尊重する指導ができた。④挨
拶目標を月ごとに視点を変えて指導することで、挨
拶のよさを実感することができた。実際に声に出し
て気持ちのよい挨拶をすることには、職員も含めま
だ課題があるので、学校全体で挨拶を交わす雰囲
気づくりをしていく必要がある。

B 豊かな心

①道徳科や各教科の授業において、また、感染
症予防に向けた学級指導を通して、自他を思い
やる心や規範意識を育てていくようにする。②年
間を通じて全クラスが１回以上道徳の授業参観を
行う。③人権月間に限らず、学年集会や人権教
室などで、誰もが違うことを理解できるような機会
を設ける。④相手に伝わる声で、自分から挨拶を
する態度を育てていくために、「挨拶運動」を実施
し、学校全体で挨拶をしていこうとする雰囲気づく
りをする。

豊かな心

①道徳の時間や各教科の授業において、物事の
善悪や自他を思いやる心を育てるようにする。②
年間を通じて全クラスが１回以上道徳の授業参
観を行う。③人権月間に限らず、思いやりの心や
たくましく生きることの大切さを学ぶ機会を各学年
で設けていく。④「挨拶運動」を全校で実施し、進
んで挨拶をする態度を育て、いじめの起きにくい
風土をつくる。

①②道徳科や各教科の学習を通して、自他を
思いやる心や規範意識を育てていけるように
指導を行った。③人権月間に限らず、学年集
会や人権教室などで誰もが違うことを理解で
きるような機会を設け、指導することができ
た。④挨拶目標を作り、月ごとに視点を変えて
指導することで、挨拶のよさを実感することが
できた。実際に声に出して気持ちのよい挨拶
をすることには、まだ課題があるので、引き続
き指導していく。

B 豊かな心

①道徳科や各教科の授業において、自他を思い
やる心や規範意識を育てていくようにする。②年
間を通じて全学級が１回以上、道徳科の授業参
観を行う。③人権月間に限らず、学年集会や人権
教室などで、誰もが違うことを理解できるような機
会を設ける。④「挨拶運動」を全校で実施し、相手
に伝わる声で、自分から挨拶をする態度を育てて
いく。

①例年続けていた長縄ができなかった代わり
に、短縄に取り組んだ。運動会の種目の一つ
として取り組んだり、認定証を配付したりする
ことで、運動機会の確保につなげることができ
た。長縄と違い個人の取り組みになるので、個
人差が大きいことが課題となる。次年度も改善
していきたい。
②今年度は生活様式が様々変化した中で、け
んこうアンケートを実施し、自身の生活を振り
返ったり、心身の健康に関心をもったりする機
会になったと考える。また、感染予防をテーマ
に学校全体で取り組む形で学校保健委員会を
開催した。次年度にも生かしていく。

B 健やかな
体

①長縄が可能となるまでは、引き続き学年に応じ
た短縄チャレンジカードを配付し、授業や休み時
間で取り組むことで体力の向上を図る。可能であ
れば例年通りの長縄の取り組みも行う。体育委員
会を中心に意欲維持の工夫を考えていく。②引き
続き「けんこうアンケート」を実施し、心身の健康
に関心をもつ機会を作る。③感染症対策を講じな
がら、全校で取り組む形の学校保健委員会を年２
回開催し、全校で子安小の健康課題について考
える。

健やかな
体

①「長縄集会」や「縄跳び運動」など年間を通じて
実践する取組を通じて体を動かすことの楽しさや
能力を高めることの喜びを学ぶ機会を設定する。
②「長縄中休み」を設定して、全校が一同に長縄
に親しむ機会を継続的に実践する。③学校保健
委員会を年に２回開き、自分の体の健康につい
て学び、めあてに向かって努力することの大切さ
を学ぶようにする。

①②５月から各学年で確実に長縄の記録を伸
ばしている。朝や中休みなど、クラスで集まっ
て練習する姿が見られる。今年度からキラナ
ワ中休みの直前３日間にチャレンジタイムとい
う練習時間もとっている。③学校保健委員会
において、テーマに合わせて代表児童を中心
に話し合い、各クラスに共有することで全校の
健康や安全に対する意識を高めることができ
た。定着を図るためには、年間を通しての継続
的な取組をする必要がある。

B 健やかな
体

①長縄が可能となるまでは、学年に応じた短縄
チャレンジカードを配付し、授業や休み時間で取
り組むことで体力の向上を図る。②11月に全校児
童を対象としたけんこうアンケートを実施し、自身
の生活を振り返ることで心身の健康について関心
をもち、さらに学校全体の健康課題の把握に努め
る。それを踏まえて感染症対策を講じながら学校
保健委員会を開き、健康課題に対して発達段階
に応じた手立てを発信していく。

①学校運営協議会を設置し、年3回行ったが、様々な立
場から学校の教育活動に関してご意見やアドバイㇲをい
ただくことができた。学校運営に生かしていくことにより、
地域とともに子どもを育む学校づくりを目指したい。②こ
やすキラキラ応援隊については、コロナ禍ということもあ
り、連携が難しいところがあった。しかし、各学年の教育
活動を精選することで、ボランティアの協力を適切に得る
ことができた。次年度はさらに連携を深めるよう努めてい
きたい。③登下校においては随時、地域や保護者と連携
し、情報の発信、共有に努めた。今後は感染症拡大防止
の観点からソーシャルディスタンスを保った登下校指導
を行う必要性を感じた。より安全に登下校できるように指
導していきたい。

B 地域との協
働

①学校運営協議会から教育活動や学校の取組
について意見をいただき、職員にも周知して連携
を深める。②こやすキラキラ応援隊（地域学校協
働本部）と連携して計画的に保護者・地域人材の
ボランティアを活用し、教育活動の充実を図る。
③登下校の安全面においては地域や校外委員な
ど保護者の協力が必要になるため、情報の発
信、共有に努める。熱中症や感染症拡大防止の
観点から登校時刻のチェックや登下校訓練など
で、登校班の実態を把握し、より安全に登下校で
きるように指導する。

地域との協
働

①校舎移転が完了し、新しい場所での登下校の
安全面においては地域や保護者の協力がより必
要になるため、情報の発信、共有に努めて共に
歩む学校を目指していく。②学校教育説明会・報
告会、学校づくり懇話会などの機会を通して、学
校経営方針を地域や保護者に分かりやすく説明・
報告する。

①年度当初の新入生の方面別下校は、次年
度に向けて、現状を踏まえたルートに見直しを
行った。学校地域コーディネーターを中心に
「こやすキラキラ応援隊」が発足し、教育活動
の様々な場面で保護者や地域の方の協力を
得ることができた。次年度はさらに計画的に、
ボランティアの協力を得ることで、教育活動の
充実を図りたい。②地域・保護者への情報発
信を適宜行うことに努めた。次年度の学校運
営協議会発足に向けて、内部、外部双方から
の評価を踏まえて学校運営を行う必要があ
る。

B 地域との協
働

①学校運営協議会を設置し、地域に報告するとと
もに意見交換を行い、地域と共に歩む学校運営
を目指す。②こやすキラキラ応援隊（地域学校協
働本部）と連携を強め、計画的に保護者・地域人
材のボランティアを活用し、教育活動の充実を図
る。③登下校の安全面においては地域や保護者
の協力が必要になるため、情報の発信、共有に
努める。本年度より新入生の下校ルートを細分化
し、通学路の確認を下校時にも行い、より安全に
登下校できるように指導する。

①今年度は、コロナ禍に配慮し、地域の人材よりも、役所
や企業との連携を重視することで、感染拡大防止に注意
しながらも人との関わりを通した学習を展開することがで
きた。②コロナ禍にあり、学校や学年の行事に変更が
あったが、ねらいや実態に応じて工夫して行い、子どもた
ちの成長につなげることができた。「自分づくりパスポー
ト」導入初年度だったのでこれからの活用につなげられ
るよう、丁寧に指導した。③プログラミング教育は、一人1
台のiPadを使用し、感染症対策をしながらも、これまでの
経験を生かして行うことができた。

B キャリア教
育

①感染症拡大防止に注意しつつ、地域や役所の
人材と積極的に連携した単元開発・授業づくりを
行う。その際、専門的な知識だけでなく、そこで働
く人々の思いに気付けるような関わり方を狙える
ようにする。②学校行事や学年行事などを通し
て、また「自分づくりパスポート」を活用し、自己を
見つめ将来の夢や希望をもつ機会を設定する。
③地域の大人やプロフェッショナルなど、優れた
人材と触れ合う機会を設ける。プログラミング教
育は、児童全員に配付されるタブレット等も活用
するなど、方法を工夫してより充実させて行う。

キャリア教
育

　①地域にある工場や企業、人材を活用して、見
学や体験など地域と連携した授業づくりを行う。
②学校行事や学年行事などを通して、自己を見
つめ将来の夢や希望をもつ機会を設定する。③
地域の大人やプロフェッショナルなど、優れた人
材と触れ合う機会を設け、プログラミング教育の
先行実施のほか、新学習指導要領を見越した取
組を実践していく。

①③高学年を中心にＮＰＯ法人の協力を得て
プログラミング教育の先行実施を行った。中学
年以下も学年に応じた教具を使って実施し
た。クラス総合で、扱う教材や人材に量や質の
差があるのは課題である。②専門分野につい
ては、詳しい方の話を聞いたり、教わったりす
ることができるように今後も講師リストを作成し
ていく必要がある。

B キャリア教
育

①地域にある工場や企業、人材を活用して、見学
や体験など地域と連携した授業づくりを感染症拡
大防止に注意して可能な範囲で行う。②学校行
事や学年行事などを通して、また「自分づくりパス
ポート」を活用し、自己を見つめ将来の夢や希望
をもつ機会を設定する。③地域の大人やプロ
フェッショナルなど、優れた人材と触れ合う機会を
設ける。先行実施していたプログラミング教育を、
これまでの経験を生かして行う。

①多目的室や体育館などの広い場所を使い、
感染症感染対策をして歌唱や楽器演奏等音
楽学習を継続し、子どもたちは熱心に取り組
むことができた。②「ウインターコンサート」は
中止としたが、代わりに学年ごとの発表形式
の授業公開を行い、保護者に子どもたちの様
子を見ていただくことができた。

B 情操教育

①場所や活動の方法の工夫など感染症対策をし
て、可能な限り音楽学習や活動を行い、音楽を愛
好する気持ちを継続できるようにする。②「ウイン
ターコンサート」は実施の予定だが、中止の場合
でも各クラスの発表等内容を工夫し、子どもたち
の情操を養い、保護者参観の機会とする。③朝
読書の時間が定着し、読書に親しむことが習慣化
されてきた。コロナ過の中でも、ボランティアや図
書委員の読み聞かせ動画を視聴したり、図書イ
ベントを実施したりするなど工夫して教育活動を
行った。

情操教育

　①年間を通じて、音楽に親しめるよう「音楽朝
会」を月１回実施して継続的に合唱する機会を設
ける。②「ウインターコンサート」を通じて仲間と共
に合唱を行うことの楽しさ、協力して合奏すること
の喜びを感じられるようにする。③子どもが読書
習慣を身に付けられるように、週3回の朝学習の
うち1日を全校読書日と定めるほか、読書習慣が
身に付けられるように働きかけを行っていく。

①②「朝の歌」や「音楽朝会」など、年間を通し
て全校をあげて音楽と真剣に向き合うことがで
きた。また、ウインターコンサートでは各学年
が一つとなり音楽をつくりあげることで意欲が
高まり、みんなで音楽を楽しむことができた。
③全校読書の日が定着してきた。また、学校
司書、図書委員、ボランティアによる読書推進
の取組が数多くなされ、11月の読書月間の貸
し出し冊数は2000冊を超えた。

A 情操教育

①感染症拡大防止のため音楽活動に制限がある
が、聴く活動や身体表現を通してこれまで培って
きた音楽に親しむ気持ちを継続できるようにす
る。②「ウインターコンサート」は、映像での発表
や学年ごとの開催など内容を工夫して行う。③子
どもが読書に親しめるように、朝読書の時間を設
けたり、学習と関連の深い図書を教室の近くに配
架したりする。

①コロナ禍であり、子どもたち同士の適切なかかわ
り方についての指導に難しさがあったが、学校再開
スタートプログラムを活用して学級での所属感や一
体感を生み出すような取組ができたことはよかっ
た。②組織対応については、事案の対応とその後
の見守りまでを担任が一人で対応するのではなく、
学年や学校全体で取り組めた。③教育相談につい
ては、今後も安心して子どもたちが相談できる体制
を継続していく。

A いじめへの
対応

①児童同士の適切な人間関係の確立や自己有
用感の醸成に努め、いじめの未然防止を図る。
②児童支援専任を中心とした組織的な指導・支
援体制を整え、教職員が連携していじめ等問題
行動の早期発見と対応を行う。いじめが起きた時
には早期対応するよう職員、関係機関と連携をす
る。③普段から安心して相談できるような関係性
の構築、定期的なアンケート、個別の面談を実施
して状況の把握に努める。

いじめへの
対応

　①児童支援専任を中心とした組織的な指導・支
援体制を整え、教職員が連携していじめ等問題
行動の早期発見と対応を行う。②発達段階に応
じていじめの未然防止のための取組を実践し、起
きた時には早期対応するよう職員、関係機関と連
携をする。③相談窓口の明示、定期的なアンケー
ト、個別の面談を実施して状況の把握に努める。

①②未然防止から早期発見、事案の対応とそ
の後の見守りまでを担任が一人だけで対応す
るのではなく、学年や学校全体で取り組めるよ
うになってきた。子どもたち同士のかかわりの
中で、不適切なかかわりが見られることもある
ので、友だちとの適切なかかわり方について
の指導を今後重点的に取り組むように努め
る。

A いじめへの
対応

①児童同士の適切な人間関係の確立や自己有
用感の醸成に努め、いじめの未然防止を図る。
②児童支援専任を中心とした組織的な指導・支
援体制を整え、教職員が連携していじめ等問題
行動の早期発見と対応を行う。いじめが起きた時
には早期対応するよう職員、関係機関と連携をす
る。③普段から安心して相談できるような体制の
構築、定期的なアンケート、個別の面談を実施し
て状況の把握に努める。

ブロック内
評価後の
気付き

今年度から始まった中期学校経営方針に伴い、9年間で育てる子ども像、育成を目指す資質、能力につ
いて検討し、見直しを行った。小学校での授業研究は、３校それぞれで担当教科の授業を行うが、情報
交換を密に行い、目指す資質、能力を意識した授業を行うことができた。研修会や情報交換を行うこと
で、全職員で考えることができ、ブロックとしてのまとまりが一層深まった。新教育課程完全実施に向け
て、修正や改善を行いながら、引き続き今後も、このブロックで目指す「９年間で育てる子ども像」を意識
した授業づくりをしていくようにする。

ブロック内
評価後の
気付き

今年度は、コロナ禍にあり、行事を含む様々な学校の教育活動の変更が余儀なくされた。学校が様々なことを判断し実行する
必要がある中、ブロック内で互いに情報交換したり、作成した学習課題を共有することで互いの様子を知り、自校の学校運営に
生かすことができた。これまで年２回行っていた授業研究会は中止としたが、代わりに教科領域等部会を行い、新学習指導要
領、評価、小学校で身に付けさせたい力など、具体的に話し合うことができた。小中相互の理解が深まり、大変有意義な会と
なった。次年度以降は授業研究会も行う予定だが、今年度の取組を生かし、授業をつくる視点、見る視点をこれまで以上に明
確にした上で、「９年間で育てる子ども像」を互いにしっかりと共有して研究を深めていきたい。

ブロック内
評価後の
気付き

①研修内容によって映像、書面、ワークショッ
プなど形式を工夫して行い、効率的に行うこと
ができた。②メンター研は毎回テーマを決めて
熱心に取り組んでいた。授業研究会はベテラ
ンの職員の参観をもっと増やして後輩の育成
に努めるようにしたい。③経験が少なくても一
人一役のように主任を振り分けたことで、より
多くの職員が自覚と責任をもって業務に取り
組むことができた。

B
人材育成・
組織運営
（働き方改

革）

①計画的な研修の実施によって、指導力や危機
管理対応能力など今学校に求められる教職員の
資質・能力の育成に努める。②校内初任者研修
及びメンターチーム研修の充実、経験者層のメン
ターチームへの適切な参画によって学校全体で
指導力・実践力向上に努められるようにする。③
働き方改革の視点に立ち、組織や行事、会議な
どの見直しや精選をすることで、教職員が子ども
と向き合ったり自己研鑽したりする時間を確保す
る。

人材育成・
組織運営
（働き方改

革）

　①校内研修の計画的な実施によって、子どもの
学習や生活に対する指導力や危機管理対応能
力など、今学校に求められる教職員の資質・能力
の育成に努める。②校内初任者研修及びメン
ターチーム研修の充実、経験者層のメンターチー
ムへの適切な参画によって、若手教職員が指導
力・実践力を高められるようにする。

①必要に応じ、的確な研修を行うことができ
た。職員一人ひとりが課題意識をもって研修
に臨むことができた。②メンターチームは時間
的な制約がある中でリーダーを中心に自分た
ちのニーズに合わせて、経験者層も加わりな
がら計画的に研修を行うことができた。働き方
改革に関しては、会議の精選や年間授業時数
の確認等改善を図っていく必要がある。

B
人材育成・
組織運営
（働き方改

革）

①校内研修の計画的な実施によって、子どもの
学習や生活に対する指導力や危機管理対応能
力など、今学校に求められる教職員の資質・能力
の育成に努める。②校内初任者研修及びメン
ターチーム研修の充実、経験者層のメンターチー
ムへの適切な参画によって、若手教職員が指導
力・実践力を高められるようにする。③組織の見
直し、会議の精選により、児童と向き合ったり授
業準備をしたりする時間を確保する。

中期取組
目標

振り返り

本年度の重点項目のうち、教職員による自己評価で「いじめへの対応」、「情操教育」の２項目がA評価
になった。職員一丸となった児童支援体制により、いじめの未然防止、早期発見につながった。問題行
動があった際には、すぐに対応できる体制が整っている。昨年度設置された「こやすキラキラ応援隊」
（地域学校協働本部）は、今年度より本格的に活動し、教育活動の充実につながった。今後も、引き続き
地域と協働して学校運営していくようにする。　来年度は新学習指導要領が完全実施となるため、行事
のあり方、運営面など、一部変更を加えながら工夫する。これまでの成果を生かしながら、新たな課題
面について検討し、よりよい学校運営につなげていきたい。

中期取組
目標

振り返り

本年度の８つの重点項目のうち、教職員の自己評価でA評価となったのは「いじめへの対応」の1項目だけだった。コ
ロナ禍にあり、様々な変更や中止によって計画通りに行えなかったことが原因だと考えられる。しかし、この状況はし
ばらく続くことを考えると、今後は計画の段階から工夫し、取組内容を充実させていくことが必要である。児童に一人
1台配付されるタブレットを有効に活用した授業づくりや、インターネットを使った情報発信、情報共有等を充実させる
ことが考えられる。またそのような中ではあるが、学校で大切にしたいことの一つ「人との関わり」については、安全
に最大限配慮をしながらも忘れてはならない。こやすキラキラ応援隊とも連携をし、温かい人間関係を築きながら学
校運営、教育活動を行っていきたい。

中期取組
目標

振り返り

学校関係者
評価

今年度の本校の教育活動について、学校づくり懇話会で様々な視点から意見をいただいた。特に地域
との協働という視点から、「こやすキラキラ応援隊」の活動に関して、教育活動の充実につながっている
点と地域と共につくる学校につながっているという点で、大きな成果を上げていると高い評価を得られ
た。また、いじめへの対応については、職員一丸となって、撲滅を目指して早期発見、未然防止に努め
ていることを、すばらしい取組であると評価していただいた。地域と協働して学校を運営していくという姿
勢を理解していただくと共に、地域の方々も学校に協力していきたいという強い意志をもっていることを
感じた。

学校関係者
評価

今年度は、コロナ禍にあり、行事を含む様々な学校の教育活動の変更が余儀なくされた。学校が様々なことを判断
し実行する必要がある中、ブロック内で互いに情報交換したり、作成した学習課題を共有することで互いの様子を知
り、自校の学校運営に生かすことができた。これまで年２回行っていた授業研究会は中止としたが、代わりに教科領
域等部会を行い、新学習指導要領、評価、小学校で身に付けさせたい力など、具体的に話し合うことができた。小中
相互の理解が深まり、大変有意義な会となった。次年度以降は授業研究会も行う予定だが、今年度の取組を生か
し、授業をつくる視点、見る視点をこれまで以上に明確にした上で、「９年間で育てる子ども像」を互いにしっかりと共
有して研究を深めていきたい。

学校関係者
評価

具体的取組 自己評価結果

生きてはた
らく知 158 <131 201 <121 生きてはた

らく知 165 <131

重点取組
分野

元年度 重点取組
分野

２年度 重点取組
分野

３年度

具体的取組 自己評価結果 具体的取組 自己評価結果

<121 豊かな心 203 <131 <121

<121

豊かな心 161 <131 191 <121 豊かな心 158 <131 197

213 <121 生きてはた
らく知 202 <131

地域との協
働 134 <131 223 <121 地域との協

働 209

191 <131健やかな
体 162 <131 197 <121 健やかな

体

153 <121 キャリア教
育 191 <131

<131

<131 <121252 <121 健やかな
体 201

<121316 <121 地域との協
働 223 <131

<121249 <121 キャリア教
育

<121 情操教育 223 <131

#REF!

#REF! <121

<121

<121

<131

情操教育 178 <131 184 <121 情操教育 160 <131 136

242 <131キャリア教
育 160 <131

183 <131

<131

<131 #REF!

#REF! #REF! <131 #REF! <121 #REF! #REF!

#REF! <131 #REF! <121 #REF! #REF!#REF! #REF! <131 #REF! <121

#REF! <121 #REF! #REF!

<121
人材育成・
組織運営
（働き方改

144 <151 160 <141
人材育成・
組織運営
（働き方改

187 <151 174

189 <121 いじめへの
対応 184 <131いじめへの

対応 152 <131 144 <121 いじめへの
対応

評価
気付き 251 <271 評価

気付き 325 <271

<141<141
人材育成・
組織運営
（働き方改

195 <151
評価

気付き <271

<271

<271
中期目標
振り返り 305 <271 中期目標

振り返り 335 <271 中期目標
振り返り

学校関係
者

評価
283 <271

学校関係
者

評価
325 <271

学校関係
者

評価


