
 

２学期が始まって、２週間が経とうとしています。３１名の子どもたち 

は直前に迫った９月１６日（日）の日積ふれあい運動会に向け、一生 

懸命練習を頑張っています。運動会当日には、子どもたちのハレの 

姿をご観覧いただき、ご声援の程よろしくお願いいたします。 

さて、１学期末に行ったコミュニティ･スクール運営診断アンケート   八朔踊りの練習より 

(保護者・児童用等)の結果をお知らせします。皆様からいただいたご意見は、今後の教育活

動に生かしていきたいと思います。アンケートにご協力を賜り、ありがとうございました。 

コミュニティ･スクール運営診断票(保護者・児童自己診断アンケート結果から) 

番号 領域 診断項目 保護者  児 童 考察（成果と課題､取組等） 

１  
豊 か な 心 

言葉遣い 3.5 3.4 気持ちよく働くことのできる児童が多いのが本校のよ

さです。毎週行う生活ｱﾝｹｰﾄ等も活用し、傷つける言葉

等があればアンテナを高くして指導していきます。 

２ 勤労意欲 3.4 3.9 
３ 家庭での交流 3.4 3.6 
４ 

確かな

学力 

授業や家庭学習 3.1 3.8 学習に関しては、保護者と児童の自己評価に大き

な差があります。読書指導については取組の強化

を検討していきます。 
５ 家庭学習の時間 3.0 3.7 
６ 読書の取組 2.5 3.5 
７ チャレ

ンジ 
目標 

あいさつ 3.6 3.7 重点的に取り組むべき項目です。保護者､児童とも

に高ポイントで推移しています。気持ちよい挨拶

についてこれからも指導を継続してまいります。 
８ 地域行事への参加 3.5 3.9 
９ 自己肯定感 3.3 3.6 
10 

健やか 
な体 

生活習慣 3.2 3.4 「メディアの適切な利用」については、保護者・

児童とも、C・D の回答があります。重点的に指

導を強化していくように計画しています。生活習

慣はとても良い結果となっています。 

11 メディア利用 3.1 3.4 
12 食育(朝ご飯) 3.8 3.7 
13 遊び・運動 3.5 3.9 

 

学校教育評価診断票(保護者・児童アンケート結果から) 

番号 診断項目・内容 保護者  児 童 考察（成果と課題､取組等） 

１ 楽しく学校に行っている 3.7 3.8 子どもたちの命・安全を重視し、「チーム日積」で

組織的に取り組む必要があると考えています。学

校･家庭･地域が情報を共有し、同じ目標をもって、

連携して取り組んでいきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

２ いじめのない学校づくり 3.7 3.9 
３ 健康や安全への取組 3.6 3.9 
４ 情報発信(ﾒｰﾙ･便り等) 3.8 3.8 
５ 環境美化･整備への取組 3.6 3.8 
＊保護者・児童の数字は、アンケート結果をもとに 4 点満点で数値化したものです。 

＊高い評価・・     低い評価・・ 

ひづみ 
平成３０年９月１３日(学校評価ｱﾝｹｰﾄ結果) 

柳井市立日積小学校 ℡ 28-0012 

柳井市日積6951  FAX 28-0148 



自由記述より≪抜粋≫  

保護者の方から 

○ 子どもがよく全校遊びの様子を話している。全学年の子どもとふれあう時間がたく

さんあるので、とても良いなと思う。（保護者） 

  →曜日を決めて全校遊びや学級遊びを計画しています。ふれあいの中から、子どもたちはたく

さんのことを感じて豊かに育つと思います。ぜひ継続していきます。     

○ 様々な学校行事に地域の方が参加してくださり、とてもありがたく思う。先日の巣

箱作り等、工作が楽しかったと子どもも喜んでいた。 

  →日積小教育の一番の強みだと考えています。更に地域学習の充実を目指し、地域の方と協働

していけるように努めます。 

学校運営協議委員さんから 

○ 地域の行事等、情報を学校（教職員）に、更に知ってもらうネットワーク、手段を

相互に見直す機会、工夫など検討してほしい。 
  →ぜひ、地域の方と一緒に考えていきたいと思います。新しいコミュニティルームの活用の

面からも工夫できると考えています。 

○ 中学入学時に環境の変化を受け入れるには衝撃が大きすぎるので、１年生の時から

できるだけ長い時間を周期的に大規模校との交流が必要と考える。 

 →２学期は、全校が柳井小の各教室に入り交流する場を持ちます。４校合同社会見学等も実施

します。来年以降の大規模校との交流内容や回数については、検討課題です。 

学校運営協議会（委員と教職員との協議）の意見より≪抜粋≫ 

＜学びの面から＞ 
〇読書の数値（アンケート結果）が低いが、高学年になると忙しくてやむを得

ないところがある。読書月間（週間）等を設けて読書の機会を増やしたい。 
〇夏休みの保育園での学習会（放課後子ども教室）はとてもよかった。 
＜ふれあい、心・健康の面から＞ 
〇子どもにスマホを持たせるからには、保護者のルール作りが必要になる。子

どもを犯罪から守っていかなければならない。 
〇赤ちゃんと接した中学生が大きな感動を覚えたというので、小学校でも検討

してほしい。 
＜環境、体力の面から＞ 
〇保護者・学校支援ボラティア等のご協力のおかげで、草刈りなどが充実して

きれいに整っている。 
〇新校舎が来年１月末に完成するので、お披露目の会を２月に実施したいと計

画している。 



 

          アンケートへのご協力ありがとうございました       

先日の学習発表会では、多くの保護者や地域の皆様にご参観いただき、ありがとうございました。 

どの学年も、学んできたことを生かし、表現方法を工夫し、堂々とした態度で発表することができました。

業間時間には、体育館で学校支援ボランティア感謝の会も行いました。代表で 6 年生が感謝の言葉を

述べましたが、一つ一つの言葉には 6 年間の感謝の思いがこもっていました。 

日積小の子どもたちは、地域の方々からいっぱいの優しさや知恵をいただき、豊かな心を育ん

でいます。日積小の子どもたちは幸せだと思います。これからも、どうかよろしくお願いいたし

ます。 
さて、２学期末に行ったコミュニティ･スクール運営診断アンケート(保護者・児童用等)の結果をお知ら

せします。皆様からいただいたご意見は、今後の教育活動に生かしていきたいと思います。 

コミュニティ･スクール運営診断票(保護者・児童自己診断アンケート結果から) 

番号 領域 診断項目 保護者  児 童 考察（成果と課題､取組等） 

１  
豊かな心 

言葉遣い 3.4 3.4 「ちょっとおこったときに、よくない言葉が出てしまう」と

いう振り返りがありました。しっかり子どもと向き合ってい

きます。家庭内での会話も多く心が育つ土壌を感じています。 
２ 勤労意欲 3.3 3.9 
３ 家庭での交流 3.5 3.8 
４ 

確かな

学力 

授業や家庭学習 3.3 3.8 家庭学習では「なかなか目がいきとどかない」と保護者から

の振り返りがありました。学年×10 分を目安に、家庭でも進

んで学習するように、子どもと再度確認していきます。 
５ 家庭学習の時間 2.7 3.5 
６ 読書の取組 2.4 3.4 
７ チ ャ レ

ンジ 
目標 

あいさつ 3.6 3.7 地域行事への参加が多く、たくさんの方との交流があります。

あいさつについては、学校での姿に比べ地域では今一歩です。

「遠くから、自分から、だれにでも」を指導していきます。 
８ 地域行事への参加 3.7 3.8 
９ 自己肯定感 3.4 3.7 
10 

健やか 
な体 

生活習慣 3.4 3.4 一年を通して、子どもたちは朝から一輪車・持久走・なわと

びと、めあてを持って進んで取り組んでいます。「テレビもゲ

ームもおもしろい」の振り返りがありましたが、今後ともメ

ディアと適切につきあっていける子に育てたいと思います。 

11 メディア利用 3.2 3.3 
12 食育(朝ご飯) 3.9 3.6 
13 遊び・運動 3.6 3.9 

 

学校教育評価診断票(保護者・児童アンケート結果から) 

番号 診断項目・内容 保護者  児 童 考察（成果と課題､取組等） 

１ 楽しく学校に行っている 3.8 3.6 「昼休みにひとりぼっちだった」と泣いて話すことがあったの

ですが、次の日が全員遊びだったようで、うれしそうでし

た・・・、の振り返りをいただきました。どの部分をどのよう

に見るかで、対応はかわっていきますが、学校･家庭･地域が情

報を共有し、連携して取り組んでいくことが大事になってくる

思います。これからもよろしくお願いいたします。 

２ いじめのない学校づくり 3.6 3.8 
３ 健康や安全への取組 3.7 3.9 
４ 情報発信(ﾒｰﾙ･便り等) 3.7 3.8 
５ 環境美化･整備への取組 3.5 3.7 

＊保護者・児童の数字は、アンケート結果をもとに 4 点満点で数値化したものです。 

＊       ・・前期に比べ、０．２ポイント以上アップ      ・・前期に比べ０．２ポイント以上ダウン 

ひづみ 
平成３１年１月２９日(学校評価ｱﾝｹｰﾄ結果) 

柳井市立日積小学校 ℡ 28-0012 

柳井市日積6951  FAX 28-0148 



自由記述より≪抜粋≫  

保護者の方から 

○ 他の学校との交流の機会を増やしてほしいです。（保護者） 

  →今後の子どもたちは、いろいろなタイプの友だちと接することになります。異質な者を排除するのではなく、「共

生」意識を持つことはとても重要です。今行っている４校合同の校外学習や平郡東小、柳井小との交流学習は継

続していきます。相手校の教育課程もあることですので、今後互いのメリットになる部分をさぐり、交流の機会

を増やすように検討して参ります。   

〇 学友会の話し合いが１９時など夜にありますが、幼児がいますし主人が仕事で留守の時は参加することが難しい

です。断るのも申し訳ないし・・ 

 →学友会の役員会で意見を伝えました。１９時だと仕事から帰るのにちょうどいいという方もあれば、夜は出られ

ない方もあると思います。継続課題としていきますが、全体会（懸案事項の検討）を減らしてもよいよう、総会

の場でいろいろなことをしっかり検討していこうという意見が出ています。 

学校運営協議委員さんから 

○ もう少し積極的に発言できるようにしてほしい。 
  →本校児童は、発言の場が多く、表現力も豊かです。たくさんの人の前でも、自信をもって大きな声を出していけ

るよう、学年に応じて指導を継続して参ります。 

○ やがてプログラミング教育が必修となりますが、そろそろ準備が必要ではないでしょうか。特別な教科

「道徳」の評価の研修も！ 

 →教職員の校内研修会で話題にし準備を進めています。今年度から実施されている道徳科のことについては、２月

の参観日のおりに、お話する予定です。 

学校運営協議会（委員と教職員との協議）の意見より≪抜粋≫（テーマ 自立に向けて） 

＜学びの面から＞ 
〇これからも地域の人に協力いただきながら、自分たちで考え、工夫する力を育てていきたい。 
〇新しいコミュニティ・ルームでの地域活動と本校の教育活動の接点を見いだし、ますます地域連

携を深めていきたい。 
＜ふれあい、心・健康の面から＞ 
〇スマホなどのＳＮＳについては、親が買い与えるときに約束事をつくり守らせることが必要。 
〇ＳＮＳは、親子で学んでいくことが大切。２月の学校保健委員会への参加を呼びかけたい。 
 

２月２１日（木）の学校保健委員会は、ネットアドバイザー（親と子のサポートセンター）

による講演を予定しています。子どもがＳＮＳとうまくつきあっていけるために何が大切  

かを一緒に考えてみませんか。学校保健委員会は、１０時４５分開始です。 
 
〇地域でのあいさつの声が大きくなったり、小さくなったりしている。子どもの調子がよく分かる

が、ぜひ、あいさつでコミュニケーション力をつけさせたい。 
＜環境、体力の面から＞ 
〇児童棟と新しい管理棟の間に、体力作りのコーナーを設置し、自ら体を動かせる場を考えてみた

い。 
〇花壇沿いにフジバカマを植えていきたい（６年生が町の幸福論で提案済み）。アサギマダラの飛

来も増えると思う。 


