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  平成３０年２月１６日 

保護者様 

横浜市立師岡小学校 

                                    校長  忽滑谷 隆 

子どもたちの健やかな成長のために 

保護者の皆様におかれましてはご健勝のことと存じます。 

 さて、先日「子どもたちの健やかな成長のために」というアンケートを取らせていただきました。お忙しい中、

ご回答いただきありがとうございました。報告をさせていただきます。 

 

１、集約結果 
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子ども

保護者

教職員

まち懇

0.学校は、学校教育目標についてわかりやすく伝

えている

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない
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教職員
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1.子どもは、学校へ行くのを楽しみにしている

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない
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保護者

教職員
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2.子どもは、よくあいさつをしている

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない
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子ども

保護者

教職員

まち懇

3.子どもは、健康に気をつけ、規則正しい生活を

しようと心がけている

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない
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子ども

保護者

教職員

まち懇

4.子どもは、友だちと助け合ったり、協力し合っ

たりして活動している

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない
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教職員

まち懇

5.子どもは、学校で仲のよい友だちがいる

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

子ども

保護者

教職員

まち懇

6.子どもは、困っているときに助けてくれる友だ

ちがいます

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子ども

保護者

教職員

まち懇

7.子どもは、「なかよし活動」などにより他学

年との交流を行っている

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない
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子ども

保護者

教職員

まち懇

8.子どもは、学校や家庭などに相談できる大人が

いる

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない
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子ども

保護者

教職員

まち懇

9.子どもは、学校の授業がよく分かる

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない
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子ども
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教職員

まち懇

10.子どもは、普段の授業やMOMなどで自分の考

えを発表することができる

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない
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子ども

保護者

教職員

まち懇

11.子どもは、地震や火事、不審者が来たときな

どの避難の仕方を知っている

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない
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子ども

保護者

教職員

まち懇

12.子どもは家の人とよく話をする

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない
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子ども

保護者

教職員

まち懇

13.子どもは宿題や自主勉強など家で学習に取り

組んでいる

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない
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２．アンケートから 

○学校生活 

・多くの子どもたちは、学校へ来ることを楽しんでいるようです。また、学校には仲のよい友だちがいて、

困ったときには友だちと助け合ったり、先生やお家の方に相談できたりしている様子がうかがえます。し

かし、打ち明けられずに悩んでいることもあると思います。そのため、子どものよさや悩みなどに気づ

き、担任と子どもとの信頼関係を深める目的で、今年度から年に２回、子どもと担任が個別に話をする

「こども面談」を行っています。また、今後も、子どもたちの小さな変化にも目を配っていきたいと思い

ます。 

 

・今年度も引き続き、「あいさつをすること」に関して課題がありました。今年度も、全校で「あいさつ運動」

を行いました。学校内ですれ違う際には、進んであいさつをすることも増えてきているように感じます。そ

れが、登下校など、地域でのあいさつにも繋がっていくよう、今後もあいさつをすることの大切さを指導し

ていきたいと思います。ご家庭でもあいさつの大切さをお話ししていただいたり、家庭内でもあいさつする

よう声をかけたりしていただけると幸いです。 

 

・ミマモルメの配信についてのご意見がありました。天候などによる休校や行事中止の連絡など、事前にプリ

ントでお配りしている内容に沿って判断していますが、早めに連絡できるよう考慮したいと思います。 

 

・学校行事（日程、内容等）についてご意見をいただきました。さまざまな行事とのつながりも考慮しながら、

開催時期や開催の仕方について検討しています。 
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14.子どもは、地域の運動会やお祭りに参加する

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない
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子ども

保護者

教職員

まち懇

15.学校は、教育活動についての連絡や発信を

行っている

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子ども

教職員

16.学校は、学校をひらく週間や行事などの様々

な機会を通して、

開かれた学校づくりを行っている

そう思う どちらかといえばそう思う

あまりそう思わない 思わない
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○学習 

・多くの子どもは学校の授業がよく分かるようです。しかし、自分の考えを他者に伝えたり発表したりする

ことを苦手と感じている場合もあります。文章で伝えること、話して伝えることなど、様々な教科で自分

の考えを発表する場面を多く設定していくことで自信をつけられるよう、取り組んでいきます。また、各

学年に応じて自分の考えを伝える能力を伸ばせるよう、今後も指導していきます。 

 

・宿題や自主学習などについて、家庭で進んで取り組もうとしている子どもは多いようですが、なかなか進

まないというご意見も聞かれます。学校でも、進んで学習しようとする意欲を育てるため、年間を通して

見通しをもった課題設定、また取り組みやすい課題内容についても、各学年で相談しながら考えていきた

いと思います。 

 

○安全 

・登下校での道路の歩き方、放課後の遊び（遊ぶ場所、遊び方）について、地域の方からご心配いただくこ

とがあります。学校でも、警察の方を招いた交通安全教室を１、３年生で開催し、道の歩き方、自転車の

マナーについて継続して指導しています。また、学級でもその都度指導をしていきます。ご家庭でも遊び

方や交通のマナーについてお話をしてくださるようお願いします。 

 

・引き取り訓練や、避難訓練についてご意見をいただきました。子どもたちの安全を守るために、どのよう

に避難をしたらよいのか、避難の仕方、訓練内容についても検討していきます。 

 

○地域行事 

・地域で行われるお祭りなどに参加すると答えた割合は、昨年度とほぼ同じです。学校でも、地域行事への

参加を促していけたらと思います。地域では、季節などに合わせて様々な行事が催されていますので、ご

家庭でも、ぜひ話題にしていただけたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校を応援する言葉を多数いただき、感謝申し上げます。また、さまざまなご意見をいただき改善で

きる点に関しては実施していきたいと考えております。今後も、保護者の方々、地域の方々、そしてわ

れわれ教職員がお互いに共有し合って、よりよい子どもの育成ができたらと思います。これまでの師岡

小学校の教育活動にご協力いただきましたこと本当にありがとうございます。今後とも引き続きご理解、

ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 


