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はじめに

令和４年１月24日に締め切りとして，令和３年度の山内小学校の教育に関するアンケートのご協力を保護者の皆様にお
願いをしました。

設問は以下の８項目を，「かなり満足」「まあまあ満足」「普通」「少し不満」「不満」の5段階評価としました。

結果を次ページ以降にご報告いたします。

【生きてはたらく知】 学校は、指導方法等の工夫をし、分かりやすい授業に努めている。

【豊かな心】
学校は、道徳の授業やマナーブック等を用いて、子どもたちの規範意識向上を図り、誰もが安心
して通える学校づくりに努めている。

【健やかな体】 学校は、体育の授業や保健指導、食育等を通して、子どもたちの健やかな成長に努めている。

【特別支援教育】 学校は、個に応じた支援に努めている。（学級・キラキラルーム・あったかハートルーム）

【地域連携】
学校は、地域の人材や学習材を積極的に取り入れた学習活動を展開するとともに、インスタグラ
ム等を活用して情報公開・情報発信に努めている。

【未来を開く志】
学校は、 SDGｓやY-NEXTの活動を通して、社会や自らの将来とのつながりを意識した教育活動
に努めている。

【いじめへの対応】
学校は、児童いじめ防止委員会、横浜プログラム、アンケート等を活用し、いじめの未然防止・
早期発見・早期解決に努めている。

【GIGAスクール】
学校は、「ロイロノートスクール」「グーグルクラスルーム」等を使って、オンライン授業など
のタブレット端末活用に努めている。



１．集計結果

ポイント：回答率が７５．０％，肯定的評価が８１．９％，
「地域連携」が高ポイント，「いじめへの対応」がやや低評価
今度初めてアンケートに加えさせて頂いた「GIGAスクール」も肯定的評価８３．０％の高評価
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【生きてはたらく知】
学校は、指導方法等の工夫をし、分かりやすい授業に努
めている。

120 235 65 3 0 0 423 564 75.0% 83.9%

【豊かな心】
学校は、道徳の授業やマナーブック等を用いて、子ども
たちの規範意識向上を図り、誰もが安心して通える学校
づくりに努めている。

117 219 81 5 1 0 423 564 75.0% 79.4%

【健やかな体】
学校は、体育の授業や保健指導、食育等を通して、子ど
もたちの健やかな成長に努めている。

129 208 75 9 2 0 423 564 75.0% 79.7%

【特別支援教育】
学校は、個に応じた支援に努めている。（学級・キラキ
ラルーム・あったかハートルーム）

155 181 80 7 0 0 423 564 75.0% 79.4%

【地域連携】
学校は、地域の人材や学習材を積極的に取り入れた学習
活動を展開するとともに、インスタグラム等を活用して
情報公開・情報発信に努めている。

256 138 26 1 2 0 423 564 75.0% 93.1%

【未来を開く志】
【未来を開く志】学校は、 SDGｓやY-NEXTの活動を通
して、社会や自らの将来とのつながりを意識した教育活
動に努めている。

164 200 55 4 0 0 423 564 75.0% 86.1%

【いじめへの対応】
学校は、児童いじめ防止委員会、横浜プログラム、アン
ケート等を活用し、いじめの未然防止・早期発見・早期
解決に努めている。

108 189 110 14 2 0 423 564 75.0% 70.2%

【GIGAスクール】
学校は、「ロイロノートスクール」「グーグルクラス
ルーム」等を使って、オンライン授業などのタブレット
端末活用に努めている。

174 177 49 21 2 0 423 564 75.0% 83.0%

合計 1223 1547 541 64 ９ ０ 75.0% 81.9%



２．肯定的評価の過去３ヵ年の比較

令和２年度は令和１年度と比較し
てコロナ禍の学校対応等を評価頂
いたが、令和３年度は継続して高
評価を頂いているものの、昨年に
続くコロナ禍により、児童の体力
を心配する点、評価を伸ばすこと
ができなかった。
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４．【総計】過去３ヵ年の推移

（コメント）
ご満足のご意見がやや低下したのは、本校の取り組みが保護者様にて定着してきたことと思われます。
継続してご不満の内容に注視して，さらなる改善取り組みを進めてまいります。
保護者様，関係者の皆さまのご理解・ご協力を、今後ともよろしくお願いいたします。

（評価）
令和２年度は肯定的評価を伸ばしまし
たが，令和３年度はややポイントを下
げ、「ふつう」としたご意見が多く
なっています。
ご不満のご回答は少数ですが、継続し
て確認することができます。

令和１年度

令和２年度

令和３年度 35.4%

38.9%

33.6%

46.3%

45.5%

46.4%

16.6%

13.5%

16.7%

1.5%

1.4%

1.5%

0.2%

0.3%

0.4%

かなり満足 まあまあ ふつう 少し不満 不満



４．【生きてはたらく知】過去３ヵ年の推移

（評価）
継続して高い肯定的評価を頂けてお
りますが、「かなり」の高評価がや
や下がっております。
教科担任制の良さを生かしつつ、児
童とのかかわりを大切に日々の活動
に取り組んでいきます。

（低評価コメント）

先生方のそれぞれの得意教科の指導を受けられるのはいいと思うのですが、先生方もたくさんのクラスを
持たなければならないと、一人一人に深く関われないのでは？と思いました。低学年のうちは特に担任の
先生に深く理解していただける関係を築いた方がよい場合もあるのかな？と思いました。

小学生からの教科担任制はとてもよいシステムだと思います。
クラスによって差が出にくく、中学になった時にスムーズに移行できる等、メリットがたくさんあるかと
思います。

（高評価コメント）

28.4%

30.4%

29.7%

55.6%

53.3%

55.0%

15.4%

14.2%

12.8%

0.7%

2.0%

1.4%

0.0%

0.0%

0.6%

かなり満足 まあまあ ふつう 少し不満 不満

令和１年度

令和２年度

令和３年度



４．【豊かな心】過去３ヵ年の推移

（低評価コメント）

「自分には良いところがある」と答えた児童が6割程度というのは意外と少ないと思いました。家庭でも
自己肯定感を持てるように子供と接したいと思います。

（高評価コメント）

「あったかハート」が子どもたちに浸透していてうれしく思います。

ルールはマナーは、威圧や縛るものではなく、みんなが気持ちよく過ごす為に必要なものとして学ぶのは
良いと思いました。

令和１年度

令和２年度

令和３年度 27.7%

32.0%

24.4%

51.8%

51.3%

56.0%

19.1%

14.7%

17.7%

1.2%

1.6%

1.4%

0.2%

0.0%

0.0%

かなり満足 まあまあ ふつう 少し不満 不満

（評価）
令和２年度はより高めの評価を頂いて
おりましたが、令和３年度は「かなり
満足」の高評価が減少し、「ふつう」
評価が多くなっています。
職員も児童同様「あったかハート」を
大切にしていきます。また、保護者の
皆様と一緒に1人1人の良さや成長を認
めていきます。



４．【健やかな体】過去３ヵ年の推移

（低評価コメント）

給食の際の黙食の徹底や、給食当番に委ねたかたちでの手洗消毒の為、徹底が不十分な児童もおり、こど
もが給食の時間に不安を感じていた。

（高評価コメント）

コロナ禍で、体を動かす機会が減ってきたり、免疫低下の心配がある中、さまざまな工夫をして子供達が
楽しんで体を動かしたり食事をできるようにしていただけていることに感謝しております。

ミニ運動会へのチャレンジはとてもありがたかったと思います。

令和１年度

令和２年度

令和３年度 30.5%

36.2%

25.2%

49.2%

50.7%

49.9%

17.7%

11.3%

21.1%

2.1%

1.8%

2.5%

0.5%

0.0%

0.8%

かなり満足 まあまあ ふつう 少し不満 不満

（評価）
令和２年度はより高い評価数値でした
が，令和３年度は「かなり満足」の高
評価が減少し、「ふつう」評価が多く
なっています。感染状況を踏まえ、子
ども達の運動の機会をつくり、感染防
止の指導をそろえて行っていきます。

休み時間など、もっと外遊びをさせてあげてほしいです。



４．【特別支援教育】過去３ヵ年の推移

（評価）
どのような時に利用できるのか、具体
的にどのような支援を行っているのか
についてのご質問をいただきました。
本校の特別支援教育については認知さ
れているものの、活動について見えず
らいところがあったことが、今回の評
価につながっていると考えられます。
ご説明の機会を増やし、ご理解を深め
ていきます。

（低評価コメント）

誰ひとり取り残さないが実行されていると思います。学校の中に受け皿があると分かっているので安心です。

勉強だけでなくひとりひとりのメンタル面も考えてくださりありがたいです。

（高評価コメント）

個別に対応していただける学校なのだとは思いますが、実際どのように行われているのかよくわからないのが

残念です。

令和１年度

令和２年度

令和３年度 36.6%

40.2%

25.2%

42.8%

44.4%

46.5%

18.9%

12.2%

21.6%

1.7%

0.9%

1.4%

0.0%

0.0%

0.3%

かなり満足 まあまあ ふつう 少し不満 不満



４．【地域連携】過去３ヵ年の推移

（評価）
令和３年度も地域連携の取組に引き続
き高い評価を得ています。 教育活動
や諸連絡のＷｅｂ配信化や、登下校の
安全見守り、学習に関わる各分野の人
材の協力等に感謝のコメントを多数い
ただきました。昨年度から始動した地
域学校協働本部との連携のもと、今後
も地域とともに歩む学校をつくってい
きます。

（低評価コメント）

（高評価コメント）

地域の方が多方面に渡り参加してくださり、子供達が皆さんに見守られている感じがして嬉しいです。
インスタグラムが親子の会話のきっかけになっています。
コロナ渦でこれだけたくさん地域の方々との関わりを計画・実施していただきありがとうございました。

SNSやFacebookをやってない為、見られないから。

地域の方の手助けもとてもありがたいですが、ピンポイントの保護者のお手伝いがもっとあったら良かっ
たです。コロナで学校の様子を見にいく機会が少なかったので。

令和１年度

令和２年度

令和３年度 60.5%

60.9%

59.8%

32.6%

30.4%

31.6%

6.1%

6.9%

6.6%

0.2%

0.7%

1.1%

0.5%

0.9%

0.3%

かなり満足 まあまあ ふつう 少し不満 不満



４．【未来を開く志】過去３ヵ年の推移

（評価）
肯定的評価は微増ですが，「かなり満
足」の高評価は残念ながら減りつつあ
ります。外部連携が難しい状況です
が、子ども達の可能性を広げるために
広い視野で教育活動を展開していきた
いと考えています。

（低評価コメント）

環境問題の活動に携わる方のお話しを直に聞く機会に恵まれるなど、親子で大変ありがたかった。

自宅でラップやジップロック、スポンジを環境に優しいものに変えたり、冬休みに親子でゴミ拾いに出た

り、行動につながる良いきっかけを頂いた。

（高評価コメント）

SDGsに関して、環境保護の活動家の一方の話しだけではなく、もう一方の見方をする活動家や中立的な

立場をとる活動家の意見をバランスよく子供たちに聞いてもらいたいと思います。

令和１年度

令和２年度

令和３年度 38.8%

43.8%

47.1%

47.3%

41.3%

40.2%

13.0%

13.8%

10.5%

0.9%

0.9%

0.8%

0.0%

0.0%

0.0%

かなり満足 まあまあ ふつう 少し不満 不満



４．【いじめへの対応】過去３ヵ年の推移

（評価）
非常に難しい課題です。
3.8％の方がご不満をお持ちです。
昨年度のご不満をお持ちの方が 2.9％か
らすると、0.9ポイント増加したことに
なります。コロナによって、続くストレ
スからくるいじめの心配が、影響してい
ると見られます。今後も、子どもたち一
人一人の気持ちに寄り添い、丁寧な対応
を心掛けていきます。

（低評価コメント）

（高評価コメント）

子どもとクラスメートとの関わりについて担任の先生に相談した際、当日中に事実確認、結果と今後の対
策についてお電話をいただきました。迅速な対応が有り難かったです。

コロナ禍で子どもたちのストレスもあると思い、保護者としても心配しています。
嫌がらせをしている子への個別カウンセリングなど、ご対応いただけますと助かります。

25.5%

28.7%

23.5%

44.7%

46.7%

45.4%

26.0%

21.6%

26.9%

3.3%

1.8%

2.2%

0.5%

1.1%

0.8%

かなり満足 まあまあ ふつう 少し不満 不満

令和１年度

令和２年度

令和３年度



４．【GIGAスクール】※本年度初回アンケート

令和３年度

（評価）
夏の分散登校や冬の学級閉鎖等の場面
でオンライン授業に取り組めたところ
を多く評価していただきました。
一方で端末の効果的な活用はまだまだ
課題が残っています。来年度以降も実
践を積み重ね、効果的な使い方を精査
していきます。

（低評価コメント）

（高評価コメント）

なかなかオンライン化が進まない学校も多い中、分散登校でのオンライン授業は、親にとってもとても有
意義なものでした。不安な中でもお友達や先生と(画面上ですが)会える安心感はもちろん、子供がタブレッ
トを使いこなす姿を見て、将来必ず役に立つ時間だと実感しました。

41.1% 41.8% 11.6%5.0%0.5%

かなり満足 まあまあ ふつう 少し不満 不満

今現在、コロナ感染者が急増しています。感染していなくても不安な場合、自宅学習もできるような選択
肢ができるといいです。

緊急時には速やかにオンライン授業に切り替えられるように準備が必要。
ITに強い専門職員の配置があったらいいのではないか？タブレットが活かされているのか疑問を感じる。



４．【学校運営協議会 委員の皆様より】

吉村秋徳 委員（学校運営協議会委員長会長、美しが丘五町目自治会会長）
今回の協議会を通し、山内小教職員の方々、PT A役員の方々、Ｙぷらすの活動を推進する方々の取組みに改めて
感心させられました。
今後も『あったかハートの子どもたち』を育てるため、子どもたちに寄り添い、大人が知恵を出し合っていまま

で以上、山内小学校ならではの活動、山内小学校だからできる活動を推進していただけることを期待しています。

青木一泰 委員（学校運営協議会副会長、荏田宿自治会会長）
当日の資料から、一年間の学校側の児童に対する思いが強く伝わってきました。今年度もコロナに振り回される
結果になり学校側の対応は本当に大変であったと思います。そしてこのコロナ禍の中での年間を通してのたくさん
の外部講師による講演会や交流会等で子ども達にとっては将来に向けて貴重なの財産になっていくものだと思いま
した。山内小学校は他校に比べてオンライン化が進んでいると思います。分散登校時のオンライン授業や速やかに
対応していて素晴らしいと思います。また学校側からインスタグラム等を通しどんどん発信されていることは保護
者に安心と信頼が生まれて来るのではないかと思いました。

荒堀洋子 委員（学校運営協議会副会長、Yぷらす代表）
コロナ禍、学校や教職員の方々は、「学びをとめない」大変な努力をされていると感じました。特にGIGAスクー
ルの取り組みは、五里霧中でも力を合わせて切り拓いていて覚悟と行動の素晴らしさに敬服しました。子ども達の
ためにありがとうございます。感謝しています。



４．【学校運営協議会 委員の皆様より】

吉村由美子 委員（主任児童委員）
コロナ禍二年目、先生たちの努力と工夫で、オンラインだからこそできるようになったことも、たくさんあった
と感じました。人間関係をつくることや、直接触れ合うことで生まれるもの、めばえるもの、そういったものが忘
れ物にならないように、カバーしく方法を今後の課題として、子供たちの心の成長を支えてほしいと切に願います。

藤村希 委員（PTA会長）
各々の取組みをしっかり分析をして、保護者の声を真摯に受け止める姿勢がとてもすばらしいと思います。それ
も自信があるからこそできることで、とても良い循環になっていると感じました。何度でも言いますが、来年度以
降、体制が変わっても様々な取り組みが維持されることを期待します。

古川たか子 委員（山内図書館館長）
山内小学校の取り組みは新聞等でも取り上げられており、ポジティブな姿勢を好ましく感じています。今回のア
ンケートでは保護者がどう感じているのかが、しっかり伝わってきました。山内は歴史のある土地です。神奈川県
の無形文化財である牛込の獅子舞も大事に伝えられています。新しく移り住んでこられた方も様々なスキルをお持
ちになり、山内小学校に貢献されています。この素敵な融合を大事にしていったほしいと願っています。

森田郁夫 委員（山内地区老人クラブ連合会委員、学校協力者）
多方面の活動に非常に感銘しました。しかしその反面、次の２点が気になります。
①積極的に活動に参加しない児童のフォロー、②ただでさえ多忙な教職員の作業負担増。
ともに難しい課題と思いますが、諦めずにチャレンジ頂きたいです。



４．【学校運営協議会 委員の皆様より】

原田由布子 委員（市民ギャラリーあざみ野館長）
第3回学校運営協議会で報告を伺い、日々の授業を大切にしながら、山内小ならではのユニークな学びや活動が
素晴らしいと感じました。
コロナで体育や音楽の授業に制限があることはとても残念であり、来年度はなんとか通常に近い形で実施できる
と良いですね。またPTA活動の充実・Yぷらす活動の展開、ITの大活用（大とつけたくなります）と、山内小のパ
ワーを感じました。校長先生をはじめ現場の先生、保護者のみなさんのエネルギーのベクトルが同じ方向を向いて
いるからこそと思います。今後も、体験・経験というインプットを、思考・実践というアウトプットにつなげ、こ
どもたちの成長につなげてほしいと願います。

仲山雄一朗 委員（放課後キッズクラブ 株式会社「理究キッズ」）
保護者アンケート集計結果の過去3ヵ年推移において、【未来を開く志】だけが2年連続でダウンとなっています。
この項目はSDGｓと学校教育活動を関連付けるものですが、この結果は先進的な山内小の取り組み以上に世の中
の意識が高まっている証だと考えます。未来を開き持続可能な社会を山内小の児童がどう創造するのか。例えば、
横浜市に新設されたSDGｓデザインセンターを活用するなど、新年度に向けたチャレンジに期待いたします。

石崎一敏委員（山内中学校校長）
山内小学校の前向きな取り組みがよく理解できた。ICT機器を児童や保護者が活用し、よい教育活動
をすすめている。また、コロナ禍であるが地域の方々も協力してくれている様子がよく理解できた。
今後も色々工夫され、山内小学校１５０周年に向けて進んでいってほしい。



４．【学校運営協議会 委員の皆様より】

中川悦宏 委員（横浜市政策局共創推進室、事業構想大学院大学客員フェロー）
家庭・地域をはじめ外部へ積極的に学校活動を発信されており、理解・共感を得ていると感じます。
活動を通じて、子どもたちがどのようなアウトプットをし、どう変化しているのか興味が湧きました。
創造性を育む視点も大事にしたいですね。例えば、2023年の創立150周年に向けて、過去と現在を踏
まえた未来への夢を子どもたちに語ってほしいです。そして学校・家庭・地域でその夢を共創してい
けたらいいなと考えています。
例えば、2023年の創立150周年に向けて、過去と現在を踏まえた未来への夢を子どもたちに語ってほ
しいです。そして学校・家庭・地域でその夢を共創していけたらいいなと考えています。

河崎環 委員（コラムニスト、立教大学兼任講師）
運営協議会に参加するたび、山内小の活動、環境、関わる皆さんのお気持ちがどれほど優れて稀有
なものであるかを実感させていただきます。意見の中でも申し上げましたが、佐藤校長のリーダー
シップのもと、活動を体外的に効果的に発信し、その好評価・フィードバックを校内で共有すること
によって、各家庭や子どもたちも「そうか、自分たちのしていることはすごいことなんだ」と自覚す
ることができる。そういう自己肯定感を育む好循環が、正しく確立しているのが現在の山内のすごい
ところです。ぜひこの活動を時間の経過によってスローダウンすることなく、たとえばこのコロナ禍
でのさまざまな活動、自分たちの心の動きを記録し、映像でも文章でもマルチメディアでも、コンテ
ンツ化して「私たちのコロナ禍」として発信できたらいいのではないかと感じました。自分たちを内
省し、「感情に名前をつける」と、心の中のモヤモヤは自分から解決への道を見つけることができま
す。そういうことができるだけの力が、今の山内にはあると思います。



まとめ

新型コロナウイルス（デルタ株・オミクロン株）の猛威にさらされた令和3年度が、間もなく
終ろうとしてします。そんな中でも、保護者や地域、企業等の皆様のお力添えのもと、様々な教
育活動を進めることをできました。ありがとうございました。

今年度は、5月にタブレットが配当され、学びの進化を生んだGIGAスクールスタートの年で
した。また、「Yぷらす（地域学校協働本部）」の始動（4月）、「学校運営協議会」の発足
（10月）と、新たな歴史の１ページを飾る出来事のあった年でもありました。

さて、７項目（今年度は８項目）、５段階の満足度評価の「学校評価保護者アンケート」も今
回で３回目となります。単年度での評価とともに、校長として着任してからの３年間の評価とし
ても受け止めさせていただきました。高い肯定的評価を嬉しく思うとともに、次を見据えた一歩
への勇気をいただいた気持ちです。一方、全項目において「少し不満」「不満」の回答があり、
その背景を探りながら今後につなげていく所存です。

未来を創るのは子どもたちです。これからも「あったかハート」で「誰一人とり残さない」学
校を目指します。子どもを中心に、安心・安全な学校づくりを進めていきます。今後とも、皆様
のお力添えとともに、本校教育活動へのご理解、ご協力をいただければ幸いです。

山内小学校校長 佐藤正淳


