港区立赤羽小学校
校長 宮﨑 直人
学校評価アンケート集計結果と及び次年度経営方針
寒さが厳しくなり、校庭の銀杏や桜の葉が落ちて冬本番を迎えました。保護者・地域の皆様におかれましては、日頃より本校の教育活動へご協力いただきましてありがとう
ございます。先日ご提出いただいた「学校評価アンケート」の結果がまとまりましたので、ご報告いたします。
皆様からいただいたご意見を参考にさせていただき、学校教育の充実に努めてまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
（配布数４４１

回答数３１８

回収率７２％）

Ａ：達成している Ｂ：概ね達成している Ｃ：あまり達成していない Ｄ：達成していない Ｅ：わからない
※集計結果は割合（％）です。割合ですので、０％となっていても、いただいた項目の評価が０であったとは限りません。ご意見は簡略にまとめさせていただいております。

大項目

小

項

目

Ａ

Ｂ

Ｃ

４５％

１１％

Ｄ

Ｅ

１％

９％

（１）

学校経営計画が、分かりやすい。

３４％

（２）

学校からの各種便り、ホームページなどの情報で学校の様子がよく分かる。

５７％ ３３％ ８％

１％

１％

（３）

電話をかけたときや学校を訪問した際の教職員の対応が丁寧である。

６４％ ２９％ ４％

０％

３％

（４）

教職員は、ＰＴＡや地域の活動に協力的である。

６１％ ２９％ ３％

０％

７％

学校運営

【主なご意見・ご要望】
・ＨＰがわかりやすい。学年便り、給食ブログがあり、頻繁にみる。
・ＨＰが毎日更新されているので楽しみである。
・校長先生の働きで活気ある学校になった。
・学校便り、ＨＰ等で学校での様子を知らせてくれるので、子供の様子がよく分かる。
・校長先生をはじめ、先生方がいつも明るく接し、いろいろなことを分かりやすく丁寧に話してくれる。
・学校経営計画がよくわからない。
・イベントや親参加の授業は早めに知らせてほしい。
・地域の行事への教員の参加が減ってきている。
・学校公開の保護者が少ない。
・情報が少なく、評価しにくかった。
等
【改善策等】
全体的に「達成している、おおむね達成している」が９０％と高い評価をいただいています。特にホームページでは、
「更新の回数が多く、子供た
ちの活動の様子が分かりやすい。
」というご意見を多くいただいております。今後、さらにホームページや学校だより等を充実させ、学校の教育活動、
児童の様子をお知らせしていきます。学校経営計画や学校のきまり等につきましては、年度当初の全校保護者会で説明いたします。多くの方の参加
をお待ちしています。また学校公開やイベントなどのお知らせを今年度より早めにお知らせいたします。
（５）

授業に工夫が見られ、分かりやすい授業が行われている。(少人数指導を含む)

４６％ ３８％ ８％

２％

６％

（６）

児童は「国際科」の授業を楽しく受けている。

６２％ ２６％ ５％

２％

５％

（７）

地域の人材を招いたり、地域を教材としたりする学習に進んで取り組んでいる。

４６％ ３７％ ６％

１％

１０％

（８）

児童は、意欲的に学習内容を理解しようとしている。

４８％ ４１％ ８％

１％

２％

学習指導

【主なご意見・ご要望】
・いつも先生方が一生懸命に授業やってくださるので、子供も授業を楽しんでいる。
・プログラミング教育がよい。
・算数では、教室によって授業のやり方が違うので、子供に合った内容で丁寧に教えてくれてありがたい。
・地域や外から先生を呼んで、いろいろな体験をさせてくれるのがよい。
・実際に体験したり見学したりできる機会があり子供が喜んでいる。
・国際科では、英語が身に付いているとは言えない。
・目標が分かる授業にしてほしい。
・食育の授業をしてほしい。
・子供一人一人を見てほしい。
・授業がつまらなそうに感じた。
等
【改善策等】
概ね高い評価をいただいております。児童が「できる。分かった」と感じられる授業をすることが大切です。校内での研修を実施したり、校外で
の研修を活用したりすることにより、教員の授業力を向上に努めます。実際に体験したり、学習したことを活用したりする活動を充実させ、実感を
通して児童が「なるほど、わかった。
」と納得できるよう授業を工夫していきます。食育に関しては、来年度に向け、港区で食育に関する指針を作成
します。本校でも、その方針に沿って食育の全体計画、年間計画を作成して実施し、食育の充実を図っていきます。

生活指導

（９）

児童の心と体の成長を考えた活動を推進している。

４９％ ３８％ ８％

１％

４％

（１０）

児童は学校のきまりや約束を守って生活している。

４９％ ４０％ ７％

１％

３％

（１１）

児童は気持ちのよいあいさつができ、服装などの身だしなみも整っている。

３８％ ４５％ １３％ １％

３％

（１２）

いじめ防止に向けた取組が効果的に行われている。

２２％ ３３％ １４％ ５％

２６％

（１３）

不登校に対する取組が効果的に行われている。

２０％ ２９％ １４％ ２％

３５％

【主なご意見・ご要望】
・朝マラソン、なわとび頑張っている。
・いつも会うと元気にあいさつしてくれる子がいてうれしい。
・今年は全体的に学校の子供たちが落ち着いている。
・多くの子がきまりや約束を守っている。下校時の道路の歩き方がよくない。
・赤羽小学校のきまりがはっきり示されているので家でも指導しやすい。守っている子と守っていない子がいるので、学校と各家庭でもっと協力し
て徹底するとよいと思う。
・挨拶をしない児童が多い。
・いじめ、不登校の取り組みの効果がわからない。
・いじめ対策委員会の活動状況を知りたい。
・クラス単位で解決の難しいケースの学校全体で対応してほしい。
・クラス単位で解決の難しいケースの学校全体で対応してほしい。
・言葉遣いの乱れが気になる。
等
【改善策等】
生活指導におきましても高い評価を受けております。
「あいさつ」において改善が必要と考えております。児童が「あいさつ」の必要性を自ら考え
「どんな取り組みをしたらよいか」計画して取り組む機会を作ります。また、学校だけでなく、保護者や地域の方とも連携して今後も「あいさつ運

動」等を実施してまいります。また、
「赤羽小学校のきまり」にそって児童にきまりの定着を図り、児童が落ち着いて学校生活を送れるようにしてい
きます。ご家庭でも「赤羽小学校のきまり」をお子様と再度ご確認ください。ご協力よろしくお願いします。いじめへの対応、不登校への対応につ
きましては、取り組みが見えないとのご意見を受けております。学校全体だけでなく、スクールカウンセラーや関係機関の協力を得て取り組んでい
ます。学校だより等でお伝えしていきます。
道 徳

行 事

（１４）

道徳の授業が充実している。

３１％ ４１％ ８％

１％

１９％

（１５）

児童は儀式的行事に積極的に取り組んでいる。

６４％ ３０％ ４％

０％

２％

（１６）

文化的行事を通して、児童の活動の成果が分かる。

６３％ ２７％ ５％

０％

５％

（１７）

児童は体育的行事に意欲的に取り組んでいる。

６９％ ２４％ ４％

１％

２％

【主なご意見・ご要望】
・子供が運動会や音楽会を楽しみにしている。
・運動会で楽しそうに子供が演技をしているのが見られてうれしい。
・音楽会の演奏がどの学年も素晴らしかった。
・学年によって個性の違いが生かされていると感じられ、見ていて楽しい。
・校庭や講堂が狭いので保護者の見方や時間などを工夫してほしい。
等
【改善策等】
運動会や音楽会は児童がとても楽しみにしている行事です。これからも各学年の発達段階を考慮し、児童が主体的に取り組み達成感を得られるよ
う指導してまいります。来年度も児童が５０名増加する見込みです。校庭も講堂も限られたスペースで行わなければなりません。安全を考慮し、実
施方法や会場配置等を工夫してまいります。

安 心
安 全

（１８）

避難訓練、不審者対応、セーフティ教室等被害防止に関する取り組みが十分に行われてい
６９％ ２４％ ４％
る。

１％

２％

（１９）

校舎内外の清掃が行き届き、整理・整頓され、落ち着いた学習環境が整っている。

６１％ ３３％ ４％

１％

１％

（２０）

給食は、安全・栄養・味覚を考えた献立である。

６７％ ２７％ ３％

１％

２％

（２１）

施設、設備の安全管理を計画的に行っている。

４４％ ３８％ ５％

０％

１３％

【主なご意見・ご要望】
・いつ学校へ行っても校舎の清掃が行き届いいて気持ちが良い
・子供が給食を楽しみにしている。
・毎月の避難訓練をやってくださっているのでよい。その一方で校舎が古いので心配な面がある。
・弁当など特別なメニューを復活させてほしい。
・校門で不審者を見つけた際はダイレクトに連絡するシステムを導入してほしい。
・体育館、講堂にエアコンを設置してほしい。
・アスベスト等の工事の説明をしっかりしてほしい。
・新校舎への移転計画が遅れているのが残念。
【改善策等】
・施設の清掃や給食等におきましても高い評価をいただきました。児童の安心・安全が第一です。校舎の老朽化が進んでおりますが、新校舎完成ま
であと３年あります。児童が安全に学校生活が送ることができるよう、区と相談して校舎の修繕を図ってまいります。新校舎建設工事の説明会は来
年度、早い段階で実施すると港区より連絡を受けております。日程が決まりましたらお知らせいたします。
その他

（２２）

併設幼稚園、特別支援学級、近隣の三田高校、慶応大学、大使館等の交流による、 特色
５１％ ３５％ ４％
ある教育活動を推進している。

１％

９％

【主なご意見・ご要望】
・ブラインドサッカーや大使館との交流など、いろいろな体験ができてありがたい。
・三田カーニバル等に参加しているのが良い。
・夏休みに三田高校の学生が勉強を教えてくれたり、慶応大学の方がきてくださったりしているのがよい。六大学野球の招待もよい機会
で楽しめた。
・赤羽幼稚園の子との交流を子供が嬉しそうに話していた。今後も続けてほしい。
・交流は特色になっているとはいえない。
・近隣保育園との交流も増やしてほしい。
【改善策等】
来年度は２０２０オリンピック・パラリンピック大会が開催される年です。大使館や大学などが近隣にある恵まれた環境を生かして様々
な交流を行っています。幼稚園だけでなく、保育園との交流も、学区域の保育園・幼稚園と相談して児童、教員等の交流を考えてまいり
ます。各教科におきましても決められた授業時数を実施しなければなりません。限られた時間の中で、精選して実施してまいります。
・先生方がいつも一生懸命にやって下さているので、ありがたい。今後も応援していきたい。
・学校評価は無記名でもよい。
・Ｅは周知不足が考えられる。
・インフルエンザ時の学級閉鎖を６～７名の少人数でも実施してほしい。
自由意見
・学級だよりを発行してほしい。学校の様子がわからない。
【改善策等】
学校評価についてのご意見をいくつかいただいております。学校の教育活動や児童の様子を知っていただくことが重要であると考えて
おります。学校公開、保護者会、学校だより、ホームページ等により、教育活動の内容や児童の様子をさらに分かりやすくお伝えしてま
いります。行事等のアンケートや連絡帳でご感想やご意見をいただけるとありがたいです。今後とも本校の教育活動にご理解とご協力を
よろしくお願いいたします

