
肯定 やや肯定 やや否定 否定 肯定 やや肯定 やや否定 否定
子ども 68 22 7 1 子ども 48 44 9 0
保護者 22 64 12 2 保護者 37 57 5 1
教員 41 59 0 0 教員 18 76 6 0

肯定 やや肯定 やや否定 否定 肯定 やや肯定 やや否定 否定
子ども 67 28 5 0 子ども 54 37 6 3
保護者 43 45 10 2 保護者 21 56 19 2
教員 59 35 6 0 教員 12 71 18 0

肯定 やや肯定 やや否定 否定 肯定 やや肯定 やや否定 否定
子ども 64 27 7 1 子ども 44 28 18 9
保護者 30 52 17 1 保護者 24 30 35 11

教員 18 53 29 0 教員 41 35 24 0

いじめのない学校・学級づくり

平成28年度２学期学校評価のまとめ（子ども・保護者・教員）　　　　　　※数字の単位は％

家庭学習への取り組み 重点目標「根気よく」のように育っている

友達のことを考えてやさしく接している

あいさつへの取り組み（どこでも、だれにでも） 読書（家庭での取り組み）
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 ２学期末の学校アンケートへの御協力ありがとうございました。子ども・保護者・教員の回答を並記し

ました。アンケート結果をもとに、今現在、改善に向けて取り組んでいるものもあります。また、来年度の

教育計画にいかしていきたいと思います。 
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 南小では、いじめのない学校づくりをめざしています。子どもと教師がいっしょになって「南小なかよし宣言」のも
と、相手のことを考え、やさしく接することができる子どもに育てたいと考えています。道徳や学級活動などをとおし
て、人との接し方や相手を尊重する態度を養うとともに、問題が起きたときには全職員で迅速に対応するよう心が
けてきました。いじめに関して否定的に回答した子どもや保護者の数を謙虚に受けとめ、よりいっそう子どもに寄り
そった教育活動をしなくてはならないと考えています。 
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 家庭学習については26年度より家庭学習の指針を見直しました。今年度初めには、各家庭に家庭学習のリー
フレットを配付するなどして協力を仰ぎました。家庭学習の習慣化をめざし、決められた時間や内容の家庭学習に

取り組む子どもが増えています。改善が見られたことをうれしく思います。しかし、未だに「だらだら」「～ながら」と

いう学習形態が見られるようです。修善寺地区ではどの小学校も基本的な家庭学習の仕方を統一して、修善寺
中学での学習につなげようとしています。今後も、子どもへの励まし、見届けをよろしくお願いします。  
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 あいさつについては３者の評価に食い違いが見られます。教員の中では、来訪者、特に事前に知らされていな
い場合にできない点が指摘されています。御家庭ではいかがでしょうか。また、自分から先にあいさつすることも、

もう一歩であるという実態があります。引き続きその点に力を入れていこうと思います。  
 読書につきましては、多項目に比べると評価が低くなっています。しかし、以前に比べると３者の評価が伸びて
います。３者とも「肯定・やや肯定」が５０％をこえています。家族読書・ノーメディアデーなど、ＣＳ推進委員会のア
イデアをもとにした施策が功を奏してきたかなと思っています。御家庭の協力を得ることが多くありますが今後とも
よろしくお願いします。 

裏面には平成２９年度の主な行事予定日を掲載してあります 



平成２９年度 主な行事予定 
 

４月７日（金）  第１学期始業式（新２年～新６年登校） 午前実施 

   ７日（金）  入学式 午後２時開式予定 

  ２１日（金）  学校公開日・ＰＴＡ総会 

        ※給食なし・弁当持参 

  ２６日（水） 家庭訪問 

  ２７日（木） 家庭訪問 

  ２８日（金） 家庭訪問 

５月 １日（月） 家庭訪問  ※家庭訪問の地区割は未定 

    ２日（火） 遠足 

    ２５日（木）・２６日（金）    ５年自然体験教室（宿泊場所：萬城の滝キャンプ場） 

 ７月２４日（月）  第１学期終業式 

   ２５日（火）～８月２７日（日） 夏期休業 

８月２８日（月）  第２学期始業式 

９月３０日（土）  運動会 

１１月２０日（月）２１日（火）  ６年修学旅行（目的地；東京方面） 

１２月２２日（金） 第２学期終業式 

    ２３日（土）～１月４日（木）  冬期休業 

１月    ５日（金）   第３学期始業式  

３月２０日（火）  平成２９年度卒業式   午前実施 

   ２０日（火）   平成２９年度修了式   午後実施 
 
 

※    学期の始業・終業、卒業、泊をともなう行事、４・５月の主な行事について掲載しました。 

     ４月のより詳細な行事予定については、２月末と３月に発行される学校だよりに、５月の 

    行事予定につきましては、３月発行の学校だよりにも掲載する予定です。 

      

   

                               来年度の行事についてに問い合わせ 

                               修善寺南小学校  担当  杉山健一 

                                            ℡ ７２－０１４９ 
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学校に関する保護者アンケート自由記述について 平成 29年１月 25日
学校に関する保護者アンケートの自由記述でお寄せいただいた感想・意見や質問につきまして、こ

れからの南小学校の教育活動をすすめる中で、一つ一つ改善の参考にさせていただくつもりでおりま

す。今現在、改善の具体策を講ずることができないものもありますが、下記の内容につきまして、学

校としての考えを整理し、お伝えします。ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

は、保護者の方からいただいた意見。 は、学校の回答。

（○…肯定意見 ☆…要望 ・…意見）

１ 学校公開日・教育相談

☆公開日では、授業が始まったら、保護者の廊下での立ち話はやめて、授業の妨げにならない

ようにしてほしい。

☆平日に休みが何回も取れないので、公開日と行事をいっしょにしてほしい。

○公開日の授業の活動内容（親がテストの丸つけを実施）がおもしろかった。

・以前より在籍している職員からは、保護者の参観の様子はよくなっているという感想が聞かれま

す。しかし、授業が始まっていても、会話をされている方が見られます。ぜひ、子どもの活動を見

守っていいただきたいと思います。また、教室に入らずに廊下で参観されている方が多くいます。

次の移動のことも考慮されてのことかと思いますが、子どもの近くで参観されることも子ども理解

につながりますのでよろしくお願いします。

・公開日や保護者に見ていただきたい行事の回数について、ちょうどよいものを学校としても検討

しています。来年度は内容や時期につきましても、改善を図っていこうと考えています。

・公開日の内容につきましては、「学校での子どもと教育活動の理解」を最大の目的としていろい

ろな手だてを各担任を中心に行っています。内容にについて、感想等を寄せていただけるとありが

たいです。

２ 学校行事

☆運動会では、全級リレーと選抜リレーの両方をやってほしい。

☆選抜リレーがなくなった納得できる理由がない。

☆選抜リレーは、速い子どもの走りを見ること、選ばれてうれしく思うことも勉強の一環だ

と思う。

☆花形で盛り上がる選抜リレーは実施してほしい。

☆選抜リレーは、子どもが選ばれない家庭も楽しみにしている。

☆組体操でピラミッドをなくしたのはなぜでしょうか？子どもが実施を楽しみにしていまし

た。また、危険とも思いません。

☆他校では、持久走大会で賞状だけでなくメダルも授与していると聞き、子どもの励みにな

ると思った。

☆南っ子汁は、持久走大会の後に食べるほうがいいと思う。子どもたちが、がんばって走った

ごほうびと地域の方からのありがたい気持ちを味わえて、うれしい持久走大会になると思う。

○今年の南っ子汁は、多くの地域の方が立ち寄ってくれてよかった。

☆南っ子汁の調理のお手伝いに参加したので、南っ子の日のオープニングを見ることができな

かったので残念だった。
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・選抜リレーと綱引きをを、全員リレーに変更した理由は次に記すとおりです。まず、運動会は日

頃の体育学習の発表の場であること。体育の時間も、リレー会も全員がリレーを行っています。ま

た、運動会をリレー学習の最終的な姿の場と考えていること。これには走ることも含まれています。

さらに、子どもの参加する種目を同じにすることもねらいとしています。寄せていただいた御意見

や要望、子どもの様子を参考に、職員で話し合い、来年度、どのような手だてが最も効果的な方法

かを決めていきます。

・2016 年の５月に静岡県教育委員会より、組体操の実施について「タワーは２段、ピラミッドは
３段」程度が目安など、安全性に十分に配慮して実施するよう求める通知が出されました。本校で

は、組体操のピラミッドにつきましては、その危険性を考慮して今年度のように変更させていただ

きました。

・持久走大会のメダル授与につきましては、他の行事や表彰事項との平等性に基づいて、本校では

行っていません。

・南っ子汁は、給食の実施、調理を手伝ってくださる方や調理器具の貸借の関係で延期には柔軟に

対応できません。仮に、持久走大会が延期されたときには、南っ子汁は走った後に食べられないこ

とになります。平成 27 年度は、持久走大会が延期されました。子どもたちは、実際に行われた持
久走大会の前日に南っ子汁をいただきました。これを機会に、南っ子汁の実施日を延期が心配され

ない南っ子の日に変更しました。また、持久走を走りきったごほうびの意味で、ＰＴＡよりミカン

をいただきました。

・南っ子汁を南っ子の日に変更して、よかった点や改善点がいくつか聞かれます。それらをもとに

よりよい方法を考えていきます。

３ 健康・安全

☆横断歩道で、左右の確認をせずに渡っていたり、飛び出しをしたりしている子どもが多い

と感じます。特に、学校側の帰り道が危ないです。

☆門を出てすぐの横断歩道は、見通しの悪さや車のスピードの速さにより、危険を感じます。

子どもたちにもっと危機意識をもってほしいと思います。

☆荒天時に子どもを帰すときには、下校法を確認したり、集団下校にしたりするなどの対策

を講じてほしい。

☆個人で登校してよいこととしてほしい。いつも一人で歩いている子が何人かいるので、集

団でなくてもよいのではないか。

・毎回、横断歩道の渡り方について御指摘いただきます。自分の安全は自分で確保できるよう子ど

もへの指導を徹底します。朝、子どもの安全を見守っていただいている地域の方や見守り隊の方、

下校時に指導でくださる交通指導員さんに感謝するとともに今後も引き続きお願いしたいと思いま

す。

・荒天時に子どもを下校させるときには、御家庭との連絡をより密にするよう心がけます。

・学校は、安全性を考慮して集団登校とします。一人で通学している子は、学区外から登校するな

ど特別な家庭の事情がある子どもだけです。

４ 生活指導

・いじめや授業中に落ち着かない子どもの原因は、学校よりも家庭（特に母親との関係）にあ

ると考えている。仕事で忙しく、子ども接する時間が少なくなっていると思われるが、子ど

もの心に寄り添える母親であれば、子どもたちの問題もなくなるのではないかと思う。（簡略）

☆ランドセルが重すぎるため、毎日使用しないものなど、入れるものを減らしてもらいたい。

☆給食当番以外の子どもがマスクを着用することと、ナフキンをしく必要性がわからない。
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・子どもは学校と家庭と連携して育てていこうと考えています。家庭でも、学校でも子どもに寄り

添ったかかわりができることを目指していけることを願っています。

・ランドセルに入れる物は必要な物と認識しています。音楽、書写の教科書やファイルなどは学校

で保管するようにしています。

・食事前に、私語、咳やくしゃみなどによる衛生面を考慮してマスクを着用しています。ナフキン

も机を給食前に拭かないので、衛生面を考慮した上での使用です。

５ 学習活動・その他

☆もっと英語に力を入れてほしい。

☆２学級ある学年の担任は、男性女性のバランスを考慮してほしい。特に、高学年は心身とも

に変化する時期なので。

・現在５・６年生は週１時間の外国語活動（英語）を行うことが定められています。また、下学年

では、学校独自に年間 10 時間の外国語活動を実施しています。この外国語活動のために、伊豆市
は独自にＡＬＴ（外国語指導助手）を採用してくれています。平成 32 年度からは、３・４年生が
週１時間、５・６年生が週２時間の外国語活動を実施することになっています。

・担任についての御意見は、学校としても理解できます。今年度は、担任でない職員や養護教諭が

サポートするように心がけてきました。御指摘の点は、学校の組織を決める上で重要な点としてと

らえていきます。


