
1
学校だよりや学級・学年通信等での学校経営についての説明や新しい取組・教育

活動についてお知らせがあり、わかりやすい。

2
学校は、指導方法の工夫や、宿題プリントの内容を工夫した自学自習力の向上、

朝学習等、子どもの学力向上に努めている。

3 学校は、子どもの主体性や対話を中心とした授業改善を進めている。

4 学校は、外国語活動や外国語で専科教員により質の高い授業を行っている。

5
学校は、子どもの読書習慣を身に付けるための取組（家庭への「おすすめの本の

紹介」や親子読書、朝読書等）を行っている。

6 学校は、挨拶について重点的に指導している。

7
学校は、子どもがきまりを守り落ち着きある学校生活が送れるように、日常的に

指導を行っている。

8

学校は、各種アンケートや教育相談等をとおして日常の子どもの実態を把握した

り、子どもたちの自主的な取組（いじめ根絶委員会）を充実させたりして、いじ

めや不登校の未然防止と早期対応に努めている。

9 学校は、道徳指導を学年に応じて工夫して行っている。

10
学校は、体育の授業や休み時間の過ごし方の指導等をとおして、体力の向上を

図っている。

11
学校は、栄養教諭による食育指導や「早寝・早起き・朝ごはん」の指導と啓発な

どにより、健康教育の充実に努めている。

12

学校は、各種防犯訓練や安全教室、ＰＴＡ・地域と連携した校区巡回や街頭指導

（ウォーキングバス含む)等を実施し、子どもたちの安全を確保する取組を行っ

ている。

苫小牧市立拓勇小学校 学校通信 令和４年度 特別号       令和４年１２月９日 

 

 

 

 

 

苫小牧市拓勇東町４丁目８番１号 
 TEL 0144-57-2800  Fax 0144-57-2830 
 URL http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/gakko/takuyu/ 

 

 

 

 校 長  松 井 操 人 
 

本校では、７月に行った「保護者アンケート｣と「職員・児童・保護者アンケート共通項目」の集計結果等から、

今年度前期の学校経営を評価し、後期の改善に向けた方策について検討を行いましたのでお知らせいたします。 

 保護者アンケートの回答率は､509/760 で児童数の 66.9%(昨年 51.6％)となりました｡アンケートのご協

力ありがとうございました。 

※Ａ＝そう思う Ｂ＝やや思う Ｃ＝あまり思わない Ｄ＝思わない  Ｅ＝判断がつかない 

 

令和 4 年度拓勇小学校前期学校評価（保護者アンケート）  
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令和 4 年度拓勇小学校前期学校評価（児童アンケート） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和 4 年度拓勇小学校前期学校評価（共通項目） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 「学習の約束」を守れていますか。

2 先生の説明や質問はわかりやすいですか。

3 授業の始めに、課題を書いて学習していますか。

4 授業の中で　友達と話をしたり、みんなが考えを出し合ったりする時間は十分ありますか。

5 問題を考えたり、自分の考えをノートに書いたりする時間は、十分ありますか。

6 授業の終わりに、まとめや振り返りをしていますか。

7 いろいろな道具やプリント、テレビを使い教えてくれますか。

8 体育の授業は、楽しいですか。

9 教科担任やＴＴの授業は、わかりやすいですか。

10 家で本を読んでいますか。（10分以上）

11 黒板や壁に貼ってあるもの棚はいつもきれいで、勉強しやすい教室ですか。

12 先生は、よいことと悪いことについて教えてくれますか。

13 運動をすることは好きですか。

14 遊びや運動をすることは大切なことだと思いますか。

15 先生は、「いじめ」や「いやなこと」があったときに相談にのってくれますか。

16 あなたは、進んで　あいさつをしていますか。

17 友達は、あいさつをしてくれますか。

１児童
授業の中で 友達と話をしたり、みんなが考えを出し

合ったりする時間は十分ありますか。

１児童
問題を考えたり、自分の考えをノートに書いたりする

時間は、十分ありますか。

１保護者
学校は、子どもの主体性や対話を中心とした授業改善

を進めている。

１職員
言語活動（話合いや説明、要約や論述、ノート作文や

感想文等）の充実。

２保護者

学校は、指導方法の工夫や、宿題プリントの内容を工

夫した自学自習力の向上、朝学習や長期休業中のサ

ポート等、子どもの学力向上に努めている。

２職員
計画的・効果的な宿題と家庭学習の指導による基礎学

力の向上。

３児童 家で本を読んでいますか。

３保護者

学校は、子どもの読書習慣を身に付けるための取組

（家庭への「おすすめの本の紹介」や親子読書、朝読

書等）を行っている。

３職員
学びの基礎となる読書活動の推進。（朝読書、目標冊

数を設定した読書の取組、読み聞かせなど）

４児童
先生は、「いじめ」や「いやなこと」があったときに

相談にのってくれますか。

４保護者

学校は、各種アンケートや教育相談等をとおして日常

の子どもの実態を把握したり、子どもたちの自主的な

取組（いじめ根絶委員会）を充実させたりして、いじ

めや不登校の未然防止と早期対応に努めている。

４職員

いじめ防止基本方針に基づいた取組や一人一人が共感

し合う人権教育の推進。（教育相談、いじめ調査、児

童会の取組など）

５児童① あなたは、すすんで挨拶をしていますか。

５児童② 友達は、挨拶をしてくれますか。

５保護者 学校は、挨拶について重点的に指導している。

５職員
挨拶の重点指導。（挨拶宣言の取組、日常の挨拶の様

子）
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令和４年＜各アンケートの結果とご意見について＞ 
たくさんのご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。アンケート結果と、いただいたご意見を真

摯に受け止めて、学校としての考えをまとめました。紙面の都合上、全体に係るものについてのみ、要約して
掲載させていただきます。 

 

Ⅰ 学校経営全般にかかわる質問 

【１-１】 

・学校だよりや学級・学年通信等での学校経営についての説明や新しい取組・教育活動についてお知らせがあ 

り、わかりやすい。 

・大事なお知らせや持ち物などは、まとめたスペースに書いてほしい。（４） 

 ・写真をせっかく載せてくれるのならモノクロではなくカラーで印刷して欲しい。 

 ・学級、学年のプリントは、大雑把で事細かく書いてもらえてないので、詳細がわからない。詳しく書いてほ 

しい。（２） 

 ・もう少しはやく毎月の行事日程を知らせてほしいです。（２） 

 

Ⅱ 知育にかかわる質問【質問２－１・２－２・２－３・２－４】 

【２-１】学校は、指導方法の工夫や、宿題プリントの内容を工夫した自学自習力の向上、朝学習等、子どもの学

力向上に努めている。 

  ⇒ 記述なし 

【２-２】学校は、子どもの主体性や対話を中心とした授業改善を進めている。 

 ・授業をみられなかったので、学校の行いがわかりません。 

【２-３】学校は、外国語活動や外国語で専科教員により質の高い授業を行っている。 

・もっと、英語の授業をふやしてほしい。 

【２-４】学校は、子どもの読書習慣を身に付けるための取組（家庭への「おすすめの本の紹介」や親子読書、朝 

読書など）を行っている。 

 ・親子読書で親も読むのは正直仕事で大変です。 

 ・本人（子ども）にもっと本の知識を増やしてほしい。 

 ・本を借りて持ち帰りする事がほとんどない。 

 ・委員活動等あると、本を借りに行く暇がない。 

 

学校からの情報発信につきましては、概ね高評価をいただきました。しかしながら、新型コロナウイルス

感染拡大防止のため、今までのような学校行事が実施できず、保護者の皆様に学校の様子を直接見ていただ

く機会が少なくなっております。可能な限り「学校だより」や「学年・学級通信」等の紙面を工夫し、併せ

てメール配信システムや学校ホームページを活用することで、本校教育活動の様子をわかりやすく発信して

いきます。 

 校内の授業改善として、ICT（情報通信技術・・・タブレット、実物投影機等）や、タブレット上のアプリ

を利用して、ノートに書いた自分の考えを写真に撮り、表現・交流したり、情報の検索をしたりするなど新

しい指導方法に取り組んでいます。今後も、学習指導要領が目指す「主体的で対話的で深い学び」につなが

るよう組織的に取組を進めていきます。各教科の授業時間数につきましては、教育課程に則り、定められた

時数で行っていきます。 

 読書につきましては、年間の読書冊数の目標（低学年 120 冊以上、中学年 80 冊以上、高学年 50冊以上）

を決め、読書に興味をもつように「読書記録カード」「授業での図書の活用」「親子読書の取組」「児童会図書

委員会による移動図書館や好きな本アンケートの実施、おすすめの本の紹介」などの取組を進めています。

今後も、これらの取組を継続し、読書活動の充実を図っていきます。 



Ⅲ 徳育にかかわる質問【質問３－１・３－２・３－３・３－４】 

【３-１】学校は、挨拶について重点的に指導している。 

 ⇒ 記述なし 

【３-２】学校は、子どもがきまりを守り落ち着きある学校生活が送れるように、日常的に指導を行っている。 

⇒ 記述なし 

【３-３】学校は、各種アンケートや教育相談などを通して日常の子どもの実態を把握したり、子どもたちの自主 

的な取組を充実させたりして、いじめや不登校の未然防止と早期対応に努めている。 

 ⇒ 記述なし 

【３-４】学校は、道徳指導を学年に応じて工夫して行っている。  

 ・どんな道徳指導を行っているのかが見えない。（３） 

 

Ⅳ 体育・安全にかかわる質問【質問４－１・４－２・４－３・４－４】 

【４-１】学校は、体育の授業や休み時間の過ごし方の指導等を通して、体力の向上を図っている。 

⇒ 記述なし 

【４-２】学校は、栄養教諭による食育指導や「早寝・早起き・朝ごはん」の指導と啓発などにより、健康教育 

の充実に努めている。 

        ⇒ 記述なし 

【４-３】学校は、各種防犯訓練や安全教室、ＰＴＡ・地域と連携した校区巡回や街頭指導などを実施し、子ども 

たちの安全を確保する取組を行っている。 

 ・ウォーキングバスを見ても連れていってくれる姿はみられますが指導の内容等はわかりません。（２） 

 ・訓練・指導は充実していると思うが、校庭西口がガラ空きで不審者がいつでも出入りできる状態のため、子 

供が不安がっている。また校内に入る時も保護者用名札が無いため、保護者か不審者か判別がつかないので 

はないかと思う。 

 ・ウォーキングバスはやっているだけで子供達にこの日はみんなで登校の指示がされていない。なので低学年 

の子しか参加してるようにみえない。 

児童会などの委員会活動や「挨拶あふれろ大作戦」によるあいさつマスターカードの活動を通じて、積極

的なあいさつを指導しています。アンケートの結果から、子どもたちも積極的にあいさつに力を入れている

実態がうかがえました。また、２学期には「いじめ根絶を考える週間」を位置付け、１年生から６年生ま

ですべての学級で「いじめを根絶するための学活」を行い、学級ごとに「スローガン」を作成しました。 

特別の教科「道徳」においても、「道徳週間」を設定し、いじめと関連させた内容の「道徳」の授業を

全学級で行い「公平・公正、平等、正義」などについて考えさせました。 

校内で行われている、青翔中学校区としての道徳教育の計画や拓勇小で行われている道徳についての

授業の様子をメール及び、ホームページにてお伝えしております。 

いじめや不登校の未然防止の取組について、今後も子どもたちが安心して登校できるようアンテナを高く

張り、相談しやすい環境づくりに努め、指導を継続していきます。 

体力向上の取組として、縄跳びの取組、ドッジボールコート、サッカーコートの設置をし、体育専科教員 

が中心となって、指導事項に沿った個別最適な体育の授業改善を行っております。体力テストの結果につき

ましては結果を分析し、考察を踏まえて保護者の皆様にお伝えしていく予定です。 

ウォーキングバスは、地域主催の取組として登校時の安全確保と、子どもたちが異年齢の子どもや大

人との会話を楽しみながら歩き、人と人との結び付きを深めることを目的としています。事前に開催予

定日等はお知らせをしておりますが、参加につきましては任意です。今後も安全ボランティアの方と連

携して取組を進めていきます。安全対策についても徹底を図ります。 



Ⅴ 学校に対する要望等 

 学習 

 ・毎日の宿題・音読・家庭学習が親子で負担になってしまう時があります。土日は任意にするなど、なるべく

1 人ひとりに合った学習法にして頂けたらと思っております。 

 ・宿題や家庭学習が多いので減らして欲しい 

 ・落ちこぼれの反対の、吹きこぼれの子には難易度の高いプリントを用意し、放置や退屈することがないよう

にしてはどうかと思う。※上級生向け。既に取り組んでいたら失礼します。 

 ・クラスでの普段の様子がわかるような、オンラインでの授業風景や動画などを保護者も見れる環境になると

良いと思います。参観日や連絡帳のみではわからない部分があり、クラスの雰囲気が知りたいと思いました。 

・できれば宿題の量を増やして欲しいです。家庭学習ノートで子供の自主性を育てるのも必要かとは思います

が、自分の苦手分野に自ら取り組める子は少ないのではないかと思います。つまづきやすい部分などを宿題

として復習するようにしていただけるとありがたいです。 

 

コロナ関連 

 ・熱中症対策として、屋外ではマスクを外すように指導をしてほしいです。登下校時も外すように指導お願い

します。（２） 

 ・コロナ禍で行事の開催はありがたいけど、残り少ない小学校生活なのに、子供の成長の場を観察出来るのが

短く、本人もあまり印象に残らないのが現状なので、もっと何らかのカタチで工夫して欲しい。 

 ・学級閉鎖時の自宅での学習プリントを用意してほしい。風邪症状で自分の子どもが休んだ時の授業の補習が

なく、全て親任せであることに負担を感じる。 

・コロナ禍の為、様々な行事等が変更になるのはわかるが、例えばプールやスケートなどの授業に関しては年

に数回しか行わない中、すぐサイズアウトもしてしまうので、その度に購入しなければならなかったりもす

る。今年もスケートは一回しかなかったが、レンタルしたり用意するのにも時間がかかったりする場合があ

る為、早めの判断で教えて頂きたい。 

 

交通安全 

 ・白鳥公園横の道路、自転車が広がって乗ってるのが毎年気になります。結構すごいです。 

 ・もう少し自転車の乗り方、放課後の外での遊び方の指導をした方がいいと思います。目に見えない場所で自

転車の乗り方や駐車場でボール遊びしてる子もいるので、ちゃんと指導した方がいいと思います。 

 ・人の家の庭を勝手に通って行ったり、自転車で交差点を止まらず、そのまま行ったりするのをよく見かける

ので、もっと指導してもらえたらと思います。 

・教育とは関係ありませんが、学校前に車が何台も泊まり夕方通りづらくとても危ないと思うことがあります。 

 

 宿題の内容や量については、教科の進度に応じて身に付けてほしいものを中心に学年又は学級で対応して

います。授業中におきましては個別最適な学びになるよう対応しております。個別の要望に関しましては、

担任と相談の上、基本的な学力の確実な定着に結び付くようご協力をお願いいたします。 

 文部科学省から出されている衛生管理マニュアルにもあるようにマスクの着用について必要がないことか

ら「外してもよい」という指導はしておりますが、不安を感じる児童もいることから「外しなさい」という

指導は行っておりません。 

 学級閉鎖時における家庭での学習につきましては、タブレットを中心に学習のサポートを行っております

が、学年や内容によってプリントを中心に行う場合もあります。休んでいた部分の補習につきましては、登

校再開時に休み時間などを利用して行っていきます。 

 交通安全の指導につきましては、常日頃から行っており、各学年においても外部講師を招いての交通安全

指導を行うなど重点的に進めております。しかしながら、放課後の遊びなどで危険な自転車の乗り方などの

情報もいただいております。今後も学校教育の中で指導をしていきます。 



運動会 

・運動会を秋に変えて欲しい。 

・運動会では、徒競走の時はマスクを外すとなっておりましたが、みんな着けていました。みんなが着けてい

ると外しにくい子もいると思うので、先生から外すように指導してほしいです。 

 ・運動会で、みんながマスクをつけて競技などを行っているのを見て、とても苦しそうでかわいそうでした。 

 

参観日 

 ・コロナのせいで仕方ないと思うのですが、参観日が 10 分しか見れなくて見ていても何も分からないまま終

わってしまいました。もう少し長く見たいです。（２） 

 ・参観日を青翔中学校みたいに 1 日かけて行ってほしい。１５分では授業のようすや子どもの様子を知るには

短いと感じる。 

 

その他 

・いつもお世話になっております。最近、子どもの不調で学校に電話連絡をする機会が多いのですが、担任の 

先生だけでなく、他の先生もしっかり対応して下さり、ありがたく思います。 

 ・英語や体育で、中学校のように専門の先生が教えてくれるのはとてもいいと思います。 

 ・教育活動の質を高める為に既に学校では活動が行われていると感じていますのでその活動に一人一人の生 

徒や家族が取り組めている事が大事だなと感じます。取りこぼしがないようにフォローがあると良いのかな 

と思いました。(生徒や家族が困った時に相談出来、アドバイスが貰えるなど)(我が家では満足しております。 

とても有り難いです。) 

・給食を食べ終わる前に終了時刻になったり、よく噛んで食べられない状況のようなので、給食時間を十分に 

確保してほしい。 

 ・両替する場所がなく小銭の用意が大変な事や安全面から教材費等を引き落としに変更する事を検討して欲し

いです。(近隣の同じ規模の学校は引き落としにしています) 

 ・学校に置き勉していいものはしているが、それでもまだ教科書などの持ち物が重すぎると思う。子ども達の

肩こりや、リュックの背負うところがほつれてきたりもしている。もう少し何とかならないものか… 

 ・各教科のテストの日程を早目に教えて頂けると、家庭学習ノートで何を勉強するか悩むことが少なくなり、

効率的ですので、これからもテスト日程の告知をよろしくお願いいたします。 

 ・体力作りの縄跳びや読書の活動は、学級によって力の入れ具合に違いが大きいように思います。 

・長期休業中の自由研究、作品は何のために実施するのでしょうか。終わらせることが目的になっている子が

多くいることを考えると、廃止でいいのではと思います。 

 ・学習に遅れがある子に対してのフォローが追いついていないと思うのでサブの先生が付いて教える、学習会

などがもっとあると助かると思います。家庭と学校の教え方に違いもあるため親が教えることもできず理解

出来てないところが身に付いていないと感じます。 

   

 

 

 

 
 

今年度も新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事等につきましては、地域の感染状況から例年と

異なる形態になることが予想されます。学校教育活動につきましても、保護者の皆様からいただいたご意見

を参考にするとともに感染症対策を講じた上で、よりよい取組となるように検討していきます。 

 コロナ禍における学習については様々なケースがあるので、校内でも検討し、改善を図るよう努力してま

いります。お忙しいところ多くのご意見をいただきありがとうございました。 

 マスクの件につきましては、上記コロナ関連をご覧ください。運動会の時期につきましては拓勇小学校の

教育課程に基づき年間行事予定を組んでおります。例年通り６月第２週あたりで検討しております。 

 参観日の時間や人数制限につきましては、拓勇小学校や地域のコロナ感染状況の実態を鑑みて総合的に判

断し、可能な限りの対応を行っております。ご理解の程よろしくお願いいたします。２学期の参観日につき

ましては、４部制から２部制に変え一家庭約２０分程度の参観時間を取らせていただきました。 


