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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。 

 １月末に実施しました「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、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。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜意見・要望＞ 

 〇施設老朽化（プール更衣室）トイレの改善改修要望（臭い、洋式化）12 件 〇遊具の点検について 

〇家庭訪問・個別懇談時期・回数について  〇学校行事の時期（月末集中）  〇臨時休業メール配信 

 〇教室の換気・温度設定について ２件 〇安全指導について（信号・飛び出し注意）  

 〇学校セキュリティについて（南門・不審者対応等）４件 〇教師の力量アップ（研修） 

〇生活指導（一貫性のある保護者と一体となった指導・丁寧な対応） ２件 

 〇服装（長ズボン・帽子）について ３件  〇学校支援ボランティア機会について 

 〇教室の寒さ対策 ２件   〇子供たちの様子をもっと知りたい ２件  〇児童の挨拶 

 〇地区水泳実施について ５件 〇運動会 PTA 競技について ２件 

 〇学習用具の学校保管について（使用しない本等）２件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 一昨年

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。

50.0% 42.8% 7.2% 0.0% 3.43 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。

52.8% 41.1% 6.1% 0.0% 3.47 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。

62.8% 32.8% 3.3% 1.1% 3.57 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。

41.7% 45.6% 10.6% 2.2% 3.27 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。

41.7% 43.3% 12.8% 2.2% 3.24 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。

44.0% 47.3% 7.1% 1.6% 3.34 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。

55.0% 41.1% 3.3% 0.6% 3.51 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。

56.7% 35.6% 6.7% 1.1% 3.48 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。

39.1% 47.5% 10.1% 3.4% 3.22 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。

58.9% 37.8% 3.3% 0.0% 3.56 3.56 3.44

回答数182／PTA会員数190

http://higashisyo.city.tatsuno.hyogo.jp/
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ALT・全校朝会・クラブ活動(3年見学) 17 火 貯金日(6年なし) 図書ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・PTA新旧引継会

東っ子がんばりタイム 18 水 地区児童会

個人写真(6年)・六年生を送る会 19 木 給食終了・卒業式前日準備

一斉下校・職員会議 20 金 春分の日

5 木 構子ども講座閉級式 23 月 卒業証書授与式・ALT

9 月 ALT・東っ子がんばりタイム・大掃除週間 24 火 終了式・一斉下校

11 水 読書ボランティア・一斉下校 25 水 ﾉｰｹﾞｰﾑﾉｰｽﾏﾎﾃﾞｰ

16 月 ALT・東っ子がんばりタイム

2 月

4 水

4/2離任式・4/6始業式・着任式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 月 の 行 事 予 定 

【６年生：租税教室】…１月２８日（火） 

税金ってよく耳にするけど、いったい何だろうという疑

問が浮かぶ６年生。龍野税務署や納税協会の方々による租

税教室に参加しました。「税金がなぜ必要なんだろう」と

いう疑問も、お話を聞いていくうちに解決できたようで

す。私たちの大切な税金は、学校や自分の成長にも使われ

ています。「小学校に入学してから卒業するまでに、どれ

くらい使われていると思いますか？」という問いの答えに

驚いていました。また、１０００万円の札束の見本も持た

せていただきました。将来ちゃんと税金を納めようという

意識が高まった１時間です。 

１億円の札束の見本が入ったケース↓重さは本物と同じ 

 
【ＰＴＡ：リサイクル事業】…２月２日（日） 

早朝より、各地区での収集作業ならびに運搬・積み込み

など、皆様方のおかげをもちまして、本年度最後となるリ

サイクル事業が無事終了いたしました。ご協力ありがとう

ございました。 

 

【５年生：革細工教室】…２月７日（金） 

皮革工場を見学し、職人さんのすばらしい技術に出会っ

た子供たちです。今度はこうして生まれてきた革から、世

界にたった一つのオリジナルのペンケースを作ります。も

ちろん自分たちにはその技術も道具もありません。そこで 

NPO 法人 TATSUNO LEATHER（たつのレザー）の

皆さんに来ていただいて、革細工教室を開くことになった

のです。図工室に集まった５年生。革のいい香りのする中

で、こつこつと作業を進めていきます。革と革をつなぐた

めにポンチで穴をあけ、カシメ（金具）でとめていきます。

さすがに金具は専用の機械でとめてもらいましたが、でき

あがったペンケースを見てご満悦の５年生でした。たつの

の伝統産業にふれた半日です。 
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【３年生：トップアスリート事業】…２月４日（火） 

優勝回数８５５回、日本ソフトテニス連盟名誉指導員であ

り、元全日本女子監督の金治義昭先生と、スポーツ２１の先生

方によるソフトテニス体験教室に３年生が参加しました。初め

てラケットを持つ子もたくさんいましたが、体育館で気持ちよ

くボールを打っていました。「世界の大会で、何回優勝されま

したか？」との問いの答えに思わず「えーすごい」と歓声があ

がっていました。生涯スポーツという言葉がありますが、その

大切さをしみじみと感じ取ることができました。 

【児童会：所信表明の会】２月１３日（木） 

「当たり前のことをあたり前に」と伝えた１年前の児童会。あ

れから１年が経ちました。令和２年度前期の児童会役員の４名の

初心表明。「心を伝え合える学校へ」「分かり合える」「つながり

あえる」「助け合える」そんなキーワードを伝えていました。そ

のためにあいさつやありがとうを大切にしたいと…。心が見える

取り組みも始めていくようです。そんな現在の５年生をみて、「任

せられると思います」と６年生の役員が伝えていました。 

 

【地域連携防災訓練】…２月１６日（日） 

朝９時、防災無線で緊急地震訓練速報あり。その放送を聞い

て各地区から続々と東小学校へと避難開始。訓練避難者は約４

００名（３９8）。スタッフを含めると４５０名以上の方々が悪

天候のなかを本校の体育館に集まりました。連合自治会長さん

の開会の挨拶で、学校での様々な訓練体験が始まりました。特

に、起震車による地震体験や煙体験には多くの子供たちが参加

していました。また、館内ではドローンによる空撮も披露され、

記念撮影も行われました。自衛隊や警察の装備品の展示と説明

もあり、いざというときに何をどのように使用するのかもわか

りました。通路では、スポーツ２１の皆様による炊き出しもあ

り、防災意識の高まりと自治会をはじめとする校区の皆様の絆

が強まった半日でした。 ↓起震車体験 

 

【４年生：県立播磨特別支援学校ものづくり交流会】 

…２月２０日（木） 

支援学校の生徒の皆さんによる司会進行で始まったものづく

り交流会。５つのグループに分かれたときは、みんなの緊張がま

わりに伝わってくるようでした。初めて学校に入った児童がほと

んどです。どんな勉強をしているのかもわかりません。花を鉢に

植えるグループ。木で小さな椅子を作るグループ。ボッチャを楽

しむグループ。陶芸グループ。そして、革細工グループ。活動が

始まると徐々に緊張もゆるみ、手順を一つ一つ丁寧に教えてもら

ったり、工具などの使い方を指導してもらったりしていました。

「初めての経験だったけど、楽しくできた」という感想を生徒の

皆さんに伝えていました。自分の好きな食べ物を伝え合ったり、

ボッチャで盛り上がったりの２時間でした。 
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