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室蘭市立本輪西小学校 第１３号 平成２１年１月３０日

【学校教育目標】◎元気で明るい子 ◎よく考えて進んでやりぬく子

◎きまりを守り仲良く助け合う子 ◎ものを大切にし感謝する子

本輪西小学校学校だより

本輪西小学校の教育の

望ましい姿を求めて
～保護者アンケートの結果について～

昨年１２月上旬に保護者アンケートを実施したところ、７７名の

皆様からご回答（回収率６６．４％）いただきました。それを右の

ように、設問ごとに結果と学校の考えを記載しました。

皆様から頂いたご意見は、次年度の教育活動の計画等にいかして

いこうと考えております。お忙しい中ご協力いただきありがとうご

ざいました。

１．学校は、教育方針をわかりやすく伝え

ていますか。

【結果】

「できている 「だいたいできている」が９」

。「 」「 」「 」 。４％ 一部改善 改善 無記入 が６％

学校要覧や学校だより等でお伝えしてきました。

今後も、お知らせの方法について工夫していきま

す。

２．学校は、お子さんに応じた学習活動を行

い、成就感のもてる授業を行っていますか。

【結果】

「できている 「だいたいできている」が９」

。「 」「 」「 」 。１％ 一部改善 改善 無記入 が９％

一斉授業において個別に指導する工夫もしてい

ます。今後も、一人一人の実態に則しながら、学

び合う授業を進めるよう工夫します。

３．学校は、繰り返し学習や補充的な学習の

場を設け、家庭学習の習慣化を図るなど、基

礎的な学力が身につくような指導を行ってい

ますか 【結果】。

「できている 「だいたいできている」が８」

７％ 「一部改善 「改善 「無記入」が１３。 」 」

％。

授業や朝学習など、様々な場を通して、基礎基

本の定着に努めてきました。さらに、学習規則を

徹底し、学習習慣の確立に努めます。

４．学校は、礼儀や思いやり、がまん強さ、

動植物の命を大事にするなど、心を育てる指

導を適切に行っていますか。

【結果】

「できている 「だいたいできている」が８」

７％ 「一部改善 「改善 「無記入」が１３。 」 」

％。

児童会で新たに奉仕活動を行いました。今後も

道徳を中心に全教育活動において心を育てる取

組を充実させるよう努めます。

． 、 、 、５ 学校は 保護者と連携して早寝 早起き

学習道具の準備などの基本的な生活習慣の定

着を図っていますか。

【結果】

「できている 「だいたいできている」が９」

。「 」「 」「 」 。４％ 一部改善 改善 無記入 が６％

全国的に「早寝・早起き・朝ごはん」の取組が進

められています。家庭との連携の中で基本的生

活習慣の定着が図られるよう取り組みます。
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６．学校は、性教育や健康、体力を養うよ

うな指導を適切に行っていますか。

【結果】

「できている 「だいたいできている」が」

１００％。

全学年で性教育を実施しました。また、学期

毎に体育行事を行い、外遊びを奨励しまし

た。今後も計画的に取り組みます。

７．学校は、登下校時の安全・不審者対策

や事故の未然防止のための指導を適切に行

っていますか。

【結果】

「できている 「だいたいできている」が」

９３％ 「一部改善 「改善 「無記入」が。 」 」

７％。

ＰＴＡや町会の協力を得て不審者対策を進め

ています。通学路のガードレール設置にも取

り組みました。今後も安全確保に努めます。

８．学校は、保護者や外部機関と連携し、

発達障害の理解、適切な支援を行っていま

すか。

【結果】

「できている 「だいたいできている」が」

９５％ 「一部改善 「改善 「無記入」が。 」 」

５％。

関係機関と連携しながら支援の必要な児童

への個に応じた指導に努めています。ＰＴＡと

も連携し特別支援の学習会を行ってます。

９．学校は、裏山の自然や花壇、栽培園を

活用した学習や活動を行っていますか。

【結果】

「できている 「だいたいできている」が」

１００％。

愛鳥モデル校として巣箱や餌台の作成、野鳥

観察会の実施など、豊かな自然の活用に努

めています。

１０．学校は、保護者の理解や協力を得な

がら、朝読書や朝学習を実施して読書の習

慣づくりや基礎基本の定着に努めています

か 【結果】。

「できている 「だいたいできている」が」

９４％ 「一部改善 「改善 「無記入」が。 」 」

６％。

計画的に朝読書と朝学習に取り組んでいま

す。さらに、朝学習では上級生が下級生に教

えるなど学び合う場づくりを進めています。
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朝自習で学び合い

▲

３学期から月に１回程度、朝自習の時間に上級生が下級生を教える

交流学習を始めました。６年生は３年生、５年生は２年生、３年生

は１年生へ教えます。教えることで学ぶこと、上級生と下級生が親

しくなるなどを期待しています。

３年生が詩吟にチャレンジ

▲

３年生が 総合的な学習の時間で 詩、 「

吟」と「百人一首」に取り組み、日

本の伝統文化に親しんでいます。講

師として地域で詩吟をやっていらっ

しゃる増子様と荒木ご夫妻様が、教

えてくださっています。

初めての挑戦に３年生も意欲いっぱ

いです。
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１１．学校は、保護者の願いや思いを受け

止め、教育活動の改善に努めていますか。

【結果】

「できている 「だいたいできている」が９」

０％ 「一部改善 「改善 「無記入」が１０。 」 」

％。

学級懇談やアンケート等の様々な方法で保護

者の皆様の思いを聞くように努めました。具体

化できるものは早速取り組むように努めます。

１２．学校は、いじめのない学校づくりに

取り組んでいますか。

【結果 「できている 「だいたいできてい】 」

」 。「 」「 」「 」る が８０％ 一部改善 改善 無記入

が２０％。

日常的に児童の様子をチェックしたり、定期的

に教育相談を行ったりして、問題解決に努めま

した。家庭との連携をより密にしながら取組を

進めます。

１３．学校は、校舎内外の清掃等、環境整

備に取り組んでいますか。

【結果 「できている 「だいたいできてい】 」

」 。「 」「 」「 」る が８９％ 一部改善 改善 無記入

が１１％。

ＰＴＡの皆様のご協力で、環境整備や校舎内清

掃を行ってます。児童会でもクリーン作戦を実

施し校舎内外の清掃を行いました。今後も、環

境整備を計画的に進めます。

１４．学校は、外部講師や地域人材などの

活用に積極的に取り組んでいますか。

【結果 「できている 「だいたいできてい】 」

」 。「 」「 」「 」る が７７％ 一部改善 改善 無記入

が２３％。

総合的な学習の時間などで、室工大の先生・

留学生、ＡＬＴ、シャープ職員、障害者スポーツ

協会、詩吟指導者など多くの方々に指導いた

だきました。今後とも、継続して進めます。

１５．学校は、子どもの活動を参観する機

会を適切に設けていますか。

【結果】

「できている 「だいたいできている」が９」

。「 」「 」「 」 。６％ 一部改善 改善 無記入 が４％

地域の方々にも参観していただく地域公開授

業を実施しました。今後も、広く学校の教育活

動の公開に努めます。
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１６．学校は、行事の内容や時期につい

て適切に行っていますか。

【結果】

「できている 「だいたいできている」」

。「 」「 」「 」が９３％ 一部改善 改善 無記入

が７％。

内容や時期などについて検討し教育効果が

高まるよう取り組んでます。さらに充実する

よう工夫します。

１７．学級通信、保健だより、学校だよ

り、ホームページは、学習内容や学校の

様子などを適切に伝えていますか。

【結果】

「できている 「だいたいできている」」

。「 」「 」「 」が９５％ 一部改善 改善 無記入

が５％。

ホームページを立ち上げ、情報を広く発信し

ました。今後も、各たよりやホームページ

の充実を図ります。

１８．通知表はお子さんを適切に評価で

きるようになっていますか。

【結果】

「できている 「だいたいできている」」

。「 」「 」「 」が９２％ 一部改善 改善 無記入

が８％。

適切に行っていると考えます。何かご不明

な点がありましたらその都度問い合わせく

ださい。

１９．お子さんは、学校へ行くことを楽

しみにしていますか。

【結果】

「できている 「だいたいできている」」

。「 」「 」「 」が９３％ 一部改善 改善 無記入

が７％。

互いに認め合える環境づくりを進め、今後

も、児童が楽しく学校で過ごせるよう努めま

す。

２０．お子さんは、授業を楽しく受けて

いると思いますか。

【結果】

「できている 「だいたいできている」」

。「 」「 」「 」が９３％ 一部改善 改善 無記入

が７％。

学びの達成感を味わえる授業づくりを心が

けています。今後も、わかる授業が全校で

進められるよう努めます。
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（ ）、 （ ）２月３日 火 ４日 水

は となっ市内一斉巡回活動

ています。可能な範囲でご

協力いただきますようお願

いします。なお、本校は４

３日は体験学習ですので、

ご協力くださ日（火）のみ

い。

下校予定時刻は次の通り

ですが時間がずれる場合も

あります。ご承知おきくだ

さい。

【 （ ） 】２月３日 火 下校時刻

○１・２年生

午後１時ころ

○３～６年生

午後１時５０分ころ

お子さんが成長したと

思われること（抜粋）
【学習面】

・本を読んだり字を書いたりするのが

上手になった。

・今までは聞きながら学習などをやっ

ていましたが、今では自分で考えな

がらやっている。

・分からない漢字などは自分で調べ何

度も練習するようになりました。

・下がった成績を上げようと努力して

いる。毎日、勉強するようになりま

した。

・自分から宿題をすすんでするように

なった事。

・家庭学習に以前より自主的に取り組

むようになってきました。

・テストの前になると復習するように

なりました。やると結果がちゃんと

出るので楽しいみたいです。

・好きな科目が出来、その為の読書を

するようになった。

・宿題、時間割の用意、家庭学習。言

わなくても、するようになった。

【生活面】

・積極的に外で行動できるようになっ

た。時間を考え行動できるようにな

った。

・規則正しくなり、カゼの治りも早く

なりました。恥ずかしがらずに挨拶

ができるようになりました。

・以前よりは朝食を取って学校に行く

ようになりました。

・自分のことは自分でするが身につい

てきた。

・手伝いもよくしてくれるし、自分の

事も少しずつ出来ることが増えてい

ます。

・にがてな物も食べるようになった。

・たまにはぶつかりながらも、友達と

の関わりによって色々成長している

と感じる事があります。

・朝、自分で起きる。

・ことばづかいがていねいになってき

た。

２日(月) 安全点検日

３日(火) 市内一斉巡回活動

４日(水) 市内一斉巡回活動

だんパラ体験学習

５日(木）なわとび集会

６日(金) 代表専門委員会

第２回役員選考委員

会

９日(月) 午前授業

年度末反省会議

１０日(火) 全校朝会

午前授業

年度末反省会議

１３日(金) 新一年生説明会

冬季スポーツ教室

（２の２，３の２）

１６日(月) 職員会議

１７日(火) 参観日（中学年）

１８日(水）参観日（低学年）

２０日(金) 参観日（高学年）

（ ）２３日(月) 大掃除 ～３月６日

研修

２７日(金) 分団会議


