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 保護者アンケートにご協力ありがとうございました。 

 ２月６日に実施しました「保護者学校評価アンケート」の結果について、下記のとおり集計いたしましたので

報告させていただきます。 

 本校の学校運営について、いくつか今後検討すべきご意見も頂戴しております。よりよい揖西東小学校にして

いくために協議をし、改善していきたいと考えております。 

 なお、猛暑対策については、来年度、普通教室にエアコンが設置される予定です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜意見・要望＞ 

 〇トイレの改善要望（臭い、和式から洋式へ、清掃方法の工夫）９件・・・今後改修 

 〇猛暑対策（エアコン設置）４件 〇職員の資質向上（基本の定着、個に応じた指導を） 

 〇長ズボンの着用について規制緩和を ４件  〇ALT の常駐の要望 〇運動靴の規制緩和 

 〇教室の寒さ対策 ２件   〇悪天候時の登下校（登下校時刻の調整を） 〇学級の情報提供を 

 〇学校安全対策（一人下校対策、監視カメラの設置、立ち入り制限、休憩時間の見守り要望） 

 〇学校事故防止（体育または体育的な行事における職員の複数配置要望）〇言葉遣い（敬語がつかえるように） 

 〇学校行事（懇談回数の増を、スキー復活を）２件 〇安全帽について（キャップへの意見２件、ハットタイプ統一１件）  

〇運動会 PTA 競技（無理のないものに）４件 

 〇いじめ（いじめられている子や家族の気持ちを考えて） 〇PTA（会議数の減を） 

 〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校評価アンケート全校評価結果

A:あてはまる　B:ややあてはまる　C:ややあてはまらない　D:あてはまらない

№ 評　　価　　項　　目  Ａ  Ｂ  Ｃ  Ｄ 平均 昨年度

1
学校は、教育目標や学校の取り組みをわかりやすく
保護者に伝えようと努めている。

45.3% 49.4% 5.3% 0.0% 3.40 3.25

2
学校は毎時間の授業を大切にし、基礎基本の定着を
図る学習をさせようと創意工夫に努めている。

43.8% 50.3% 5.9% 0.0% 3.38 3.33

3
学校は体験学習を積極的に取り入れ、子どもたちが
生き生きと心豊かに育つように努めている。

58.2% 38.2% 2.9% 0.6% 3.54 3.42

4
学校は学習の場にふさわしく、心やすらぐ環境とな
るよう美化に努めている。

34.1% 50.0% 13.5% 2.4% 3.16 3.12

5
学校は子どもたち一人一人を理解しようと努めた
り、問題行動に適切に対応している。

32.1% 45.2% 21.4% 1.2% 3.08 3.16

6
学校行事やPTA行事の内容（回数や時期も含め
て）は妥当である。

35.3% 50.9% 12.6% 1.2% 3.20 3.21

7
学校はPTAや地域と連携した行事をとりいれ、開
かれた学校づくりに努めている。

42.9% 53.5% 3.5% 0.0% 3.39 3.38

8
学校は保護者からの連絡や相談に、丁寧、的確、親
切な対応に努めている。

46.2% 43.2% 8.9% 1.8% 3.34 3.31

9
学校は不審者対応、事故防止、施設・設備等の環境
整備や安全管理に努めている。

31.4% 55.6% 11.2% 1.8% 3.17 3.07

10
｢校報ひがし｣｢学年･学級通信｣｢保健だより｣等の通信は定
期的に継続発行され、学校や児童の様子がよくわかる。

60.1% 36.5% 2.8% 0.6% 3.56 3.44

回答数178／PTA会員数185

http://higashisyo.city.tatsuno.hyogo.jp/
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３ 月 の 学 校 行 事 予 定 

【３年：昔の道具体験】1 月 30 日（水） 

たつの市立龍野歴史文化資料館にて昔の道具体験

をしました。まず、資料館や龍野文化伝承会の皆さん

に、たつのの地場産業である“手延べそうめん”作り

についての説明を聞いた後、船をこぐようにそうめん

を延ばしたり、箸を入れたりして、伝統の手延べの技

を体験させていただきました。そして、はたにかけた

そうめんがどれだけの長さなのかも調べようとしま

したが、400m だと聞いてびっくり！また、続けて

昔の道具を実際に使ってみて、昔の生活を想像してい

ました。当時の知恵や工夫も見つけたようです。さら

に、うすくち龍野醤油資料館にも見学に行きました。

こちらもたつのの地場産業です。昔の醤油づくりの道

具がいっぱい並んでおり、醤油のいい香りがしていま

した。目、耳、鼻など五感を総動員した見学でした。 

 

↑醤油資料館で説明を聞く子供達 

【読書ボランティア：おはなしタイムです】 

1 月 30 日（水） 

本が大好きな子ども達。今日はどんな世界に行け

るのかな？と興味津々。それもそのはず。今日は読

書ボランティアの方のおはなしタイムでした。一冊

の本の前に集まって、どの学年の子ども達も本の世

界に入っていました。 

 

【５年生：革細工体験】2 月 5 日（火） 

皮革工場見学に引き続き、皮革産業のすばらしさ

の追究です。今回はたつのレザーの皆さんにペンケ

ースづくりを教わりました。 

世界で一つだけのマイレザーペンケースです。 

 

↑出来上がったペンケースを手にする５年生 

4 月 全校朝会・ｸﾗﾌﾞ活動(3年見学) 18 月 貯金日(6年なし)・一斉下校

5 火 六年生を送る会(昼5校時) 19 火 一斉下校(5年以外)・卒業式準備

6 水 一斉下校　職員研修 20 水 卒業式

7 木 構子ども講座閉級式 21 木 春分の日

11 月 大掃除週間 22 金 修業式・一斉下校　

12 火 図書ボランティア 23 土 龍野武者行列着付け練習

13 水 読書ボランティア・一斉下校・PTA会計監査 25 月 ノーゲームノースマホデー・春季休業日（～4月5日）

14 木 卒業式予行・PTA本部役員新旧引継会 31 日 第４２回龍野武者行列

15 金 給食終了　愛校作業　地区児童会(5校時)
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【大倉学級学習発表会・閉級式】２月２日（土） 

多くの人・もの・ことに出会い、その学びをクイズや

発表資料を作って、堂々と一生懸命伝えてくれました。

そこには助け合って歩んできた仲間がいます。また、故

郷への新しい発見もあり、関わっていただいた方々への

感謝の心も伝わってきました。「いいことはすすんでし

よう」「いつでも力を合わせよう」「もっといい方法はな

いか考えよう」など大倉学級が大切にしてきた教えがど

うやって生まれてきたかを学んだとき、子供達はさらに

故郷を大切に、誇りに思うと話しています。 

 

↑プレゼンの一部   ↑西播磨一大きなお地蔵さま 

【PTA：第４回資源回収事業】2 月 3 日（日） 

先週の雪とは違って、暖かい陽射しに恵まれ、本年度最後の

資源回収事業が行われました。朝早くから各地区での回収をし

ていただきありがとうございました。 

 

【龍野西中学校入学説明会】2 月 13 日（水） 

市内西中学校区の 6 年生が久しぶりに西中学校に集合しま

した。前回は人間関係プログラムで出会いました。今回はまず

前回と同じグループのメンバーで授業体験をしました。国語、

英語、音楽、理科の 4 つの教科をグループで体験です。先生や

中学生の先輩に教えてもらっていました。その後、中学校の説

明を新しくなった体育館でお聞きしました。新品のシートを初

めて使われたのが、この説明会でした。6 年生の不安を解消で

きるように、中学生の先輩が一生懸命質問に答えてくれていま

した。 

 

【たつの市・太子町小学生駅伝大会】２月１０日（日） 

駅伝大会が太子の陸上競技場周辺コースで行われ、本

校からも男女各１チームが参加しました。昨年末から約

３０名の児童が練習に参加し、走りこんできました。イ

ンフルエンザによる試走の中止もありましたが、駅伝に

向けて徐々にチームとしてのまとまりを感じたチーム東

です。 

本番もそのチーム力を存分に発揮したレースとなりま

した。男女ともにあきらめずに前へ前へと順位を押し上

げ、観ているものに元気を与えてくれる、そんな走りで

ありレースでした。また、ロードレースに参加した駅伝

チームのメンバーも、自分の記録に挑戦していました。

練習に本番にと応援をしてくださった皆様ありがとうご

ざいました。 

【5 年生：太鼓づくり】2 月 22 日（金） 

 第 18 代太鼓屋六右衛門こと杉本大士さんに来ていただいて

の太鼓づくり。これまで皮革の革の方のすばらしさを追究して

きた 5 年生ですが、今回は皮にふれていきます。コラーゲンた

っぷりの牛の皮。革の香りとはまた違った香りに気づいていき

ます。そして、太鼓づくりに込められた六右衛門の心にもふれ

ていきます。一人一人の命の太鼓。どんな音に仕上がったので

しょうか。 

 

 

↑友達と助け合って作り上げる。 

一人一人が未来への言葉を胴に刻んでいます。 
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