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令和 4年度学校評価結果について 

  

本年度 1 回目の学校評価アンケートをお願いしたところ、多くの保護者の方からご回答をい

ただきました。ありがとうございました。 

 ２８項目の質問について、「ほとんどできていない（１点）」から「十分できている(４点)」の

４段階+「わからない」で答えていただきました。全項目の平均は昨年度と同じく「３.２」（「わ

からない」評価を除く）でした。３が「おおむねできている」ですので、教育活動全体としては

学校の取組に対しておおむね肯定的に評価していただいていると判断しているところです。 

 

 さて、そのアンケート項目の個別の結果から見えることについて、２点ご報告いたします。 

 

１ 回答の中で最も平均点が低かったのが、「子どもたちは、授業・家庭学習に主体的に取り組

む『よく考え工夫する子ども』に育ってきている」という項目で、平均「3.0」でした。「あま

りできていない」を選択されている方が多かったです。授業参観をご覧になられての意見もあ

るかもしれませんが、多くは「我が子の家庭学習への取組方」に課題を感じられているのでは

ないでしょうか。学校では学年に応じて「自主学習」を設定し、「やらされる勉強」から「自

ら考えてする勉強」により達成感を味わわせているところです。ぜひ「自学」に取り組んでい

る姿をご覧になられたら、大いにほめていただきたいと思います。 

※参考に配布済みの「まつやまっ子の学びの習慣」を添付しますので、再度ご確認ください。 

 

２ 回答の中で最も平均点が高かったのが、今回も「子どもたちは、毎日楽しそうに学校に通っ

ている。」という項目で、平均「３.４」でした。 

  「学校は子どものためにある」を学校経営の土台として教育活動に取り組んでいる本校とし

て、子どもたちが「楽しそうに通っている」と考えていただいている保護者が多いことはたい

へん嬉しい評価です。また、本項目が３年連続最高評価というのは、本当に喜ばしいことです。

しかしながら、評価 2 である「あまりできていない」という評価をされた方も、わずかです

がいらっしゃいます。この子たちも含めて「楽しく通える学校」にするために、「チーム真津

山」一体となって頑張っていきますので、御協力よろしくお願いします。 

 

記述式のご意見の欄にもたくさんの言葉を頂戴しました。「あいさつ」「給食」「PTA」「タブ

レット」「休日の遊び」「家庭学習」「登下校」等について励まし、提案など学校の力となる言葉

をたくさんいただき感謝申し上げます。お忙しい中回答していただいた皆様のご意見・ご要望を

今後の教育活動に生かしてまいります。 

 

※学校評価についてはホームページでも公表します。 



 

 

 

 

令和 4 年度後期学校評価概要 
 回答率 60％（311/516） 

前回よりも回答率が高くなりました。お忙しい中、ご回答あ

りがとうございました。後期の回答（２月予定）もよろしくお

願いします。 

全２８項目について、１（ほとんどできていない）から 

４（十分できている）＋「わからない」で評価。 

全項目平均は「３.２」（「おおむねできている」のやや上） 

本校の教育活動におおむね肯定的な評価と判断 

「子どもたちは、授業・家庭学習に主体的に取り組む『よく考え工

夫する子ども』に育ってきている」・・・「３.０」 

授業参観をご覧になられての意見もあるかもしれません

が、多くは「家庭学習への取組方」に課題を感じられてい

るのではないでしょうか。学校では学年に応じて「自主学

習」を設定し、「やらされる勉強」から「自ら考えてする

勉強」により達成感を味わわせているところです。ぜひ「自

学」に取り組んでいる姿をご覧になられたら、大いにほめ

ていただきたいと思います。 

平均が最も低い項目は？ 
 

子どもたちは、毎日楽しそうに学校に通っている・・・「３.４」 

 

「学校は子どものためにある」を学校経営の土台 として教育

活動に取り組んでいる本校としては最も嬉しい項目。 

しかしながら、評価 2 である「あまりできていない」という

評価も数名。評価が相対的に高かったからよいのではなく、そ

の数名の子どもたちにとっても「楽しく通える学校」にするた

めに全力を尽くします。 

 

 

 

平均が最も高い項目は？ 
 

〇挨拶の様子について 

→ 「挨拶を返してくれない子がいる」という御意見がありました。学校としても挨拶については不十分なところがあるとみて、2 学期の重点課題として

指導中です。今後とも子供たちの様子に気配りをいただくとともに、声かけをお願いいたします。 

〇タブレットの活用について 

→ よい面もあるが、使いづらさや手書きでの学習の方がよいのではないかという御意見をいただきました。ＩＣＴ機器の活用には一長一短があります。

どのような学習にＩＣＴ機器が適しているかを見極めながら活用してまいります。 

〇教師の指導について 

→ 教師の指導に対して不信感を抱いている内容のご意見もいただいております。子供の学びには、すべての大人が同じ思いで取り組むことが大切です。

保護者の方の思いをしっかりと受け止めた教育活動を実践してまいりたいと考えておりますので、学校、教員の対応についてお尋ねになりたいことがあれ

ば、遠慮なく学校へ御連絡ください。 

 具体的なお話を伺いながら、改善すべき点は改善してまいります。 

記述式ご意見欄から 



№ 分類 内容項目 R3後期 R４前期

児童 友達のいやがることを言ったりしたりせず、みんなと仲よくしている。 3.5 3.4

保護者 学校は、いじめや差別、不登校を生まない学校づくりに努力している。 3.1 3.1

地域 学校は、いじめや差別、不登校を生まない学校づくりに努力している。 3.4 3.0

教員
いじめ防止基本方針に沿っていじめや差別、不登校のない集団づくりに努め
たか。 3.3 3.3

児童 友達が困っている時には、手伝ったり、みんなで助けたりしている。 3.4 3.3

保護者
学校は、思いやりと感謝の心を育み、人権意識を育てるために努力してい
る。 3.2 3.2

地域
学校は、思いやりと感謝の心を育み、人権意識を育てるために努力してい
る。 3.3 3.0

教員 思いやりと感謝の心を育み、人権意識の高揚に努めたか。 3.4 3.3

児童
あいさつや返事、言葉づかい、はき物並べやろうか歩行に注意して生活をし
ている。 3.3 3.3

保護者
学校は、あいさつ･言葉遣い(マナー)、規範意識(ルール)の定着に努力してい
る。 3.1 3.1

地域
学校は、あいさつ･言葉遣い(マナー)、規範意識(ルール)の定着に努力してい
る。 3.4 3.0

教員
あいさつ･言葉遣い(マナー)、規範意識(ルール)などの継続的な指導を行った
か。 3.4 3.3

児童
してよいことと悪いことを考えて、人の役に立つことを進んでしようとして
いる。 3.3 3.3

保護者 学校は、いろいろな教育活動の中で豊かな心を育むように努力している。 3.2 3.2

地域 学校は、いろいろな教育活動の中で豊かな心を育むように努力している。 3.4 3.0

教員
道徳科の時間を要として、教育活動全体を通して豊かな心を育む指導がなさ
れたか。 3.0 3.1

児童 困ったことやいやなことがあったら、先生や家の人、友達に相談している。 3.3 3.3

保護者
学校は、個人面談・教育相談等で児童理解に努め、親身な指導を行ってい
る。 3.2 3.3

地域
学校は、個人面談・教育相談等で児童理解に努め、親身な指導を行ってい
る。 3.7

教員 個人面談・教育相談等を通して児童理解に努め、親身な指導を行ったか。 3.2 3.2

児童 登下校のルールや学校のルールを守って安全に生活している。 3.5 3.4

保護者
学校は、交通事故や校内事故の防止のための安全指導を継続的に行ってい
る。 3.3 3.3

地域
学校は、交通事故や校内事故の防止のための安全指導を継続的に行ってい
る。 3.4 3.3

教員
登下校ルールなどの交通安全指導や、校内事故防止などの安全指導を継続的
に行ったか。 3.2 3.2
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児童 外で遊んだり、運動したりして元気に過ごしている。 3.4 3.4

保護者
学校は、外遊びや体力づくりについて、継続的な指導や励ましを行ってい
る。 3.2 3.1

地域
学校は、外遊びや体力づくりについて、継続的な指導や励ましを行ってい
る。 3.3 3.5

教員
子どもたちの外遊びや体力づくりについて、継続的な指導や励ましを行った
か。 3.1 3.0

児童
早ね・早おきや、テレビやゲームの時間など、生活の仕方に気をつけてい
る。 3.2 3.2

保護者
学校は、望ましい生活習慣（早寝早起き・ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾄﾛｰﾙ等）の継続的な指導
を行っている。 3.3 3.2

地域
学校は、望ましい生活習慣（早寝早起き・ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾄﾛｰﾙ等）の継続的な指導
を行っている。 3.4 3.0

教員
望ましい生活習慣（早寝早起き・ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾄﾛｰﾙ等）の継続的な指導を行った
か。 3.1 3.0

児童 歯みがきや手洗い、うがいなど自分の健康に気をつけている。 3.5 3.5

保護者
学校は、健康増進の習慣づくり（歯みがき・手洗い・うがい等）のために継
続的な指導を行っている。 3.3 3.3

地域
学校は、健康増進の習慣づくり（歯みがき・手洗い・うがい等）のために継
続的な指導を行っている。 3.4 3.7

教員
健康増進の習慣づくり（歯みがき・手洗い・うがい等）のために継続的な指
導を行ったか。 3.4 3.2

児童 好ききらいをせずに、食事のマナーを守って、楽しく給食を食べている。 3.4 3.3

保護者
学校は、望ましい食習慣づくりのために、給食指導を中心とした食育に取り
組んでいる。 3.3 3.3

地域
学校は、望ましい食習慣づくりのために、給食指導を中心とした食育に取り
組んでいる。 3.4 3.5

教員
望ましい食習慣づくりのために、給食指導を中心とした食育に取り組んだ
か。 3.2 3.1

児童 授業にがんばって参加し、学習したことはほとんど分かる。 3.3 3.3

保護者
学校は、学習指導要領の趣旨や求められている力などについて、保護者に周
知するように努力している。 3.0 3.1

地域
学校は、学習指導要領の趣旨や求められている力などについて、保護者に周
知するように努力している。 2.8 3.0

教員
新学習指導要領の趣旨理解に努め、それを踏まえて日々の指導に取り組んだ
か。 3.1 3.0

児童
先生の注意をよく聞き、友達と相談したり、自分の力で調べたりすることが
できる。 3.3 3.3

保護者
学校は、知識等を教えるだけでなく、探究的な活動や交流活動など、子ども
を主体者とした授業づくりに努力している。 3.2 3.2

地域
学校は、知識等を教えるだけでなく、探究的な活動や交流活動など、子ども
を主体者とした授業づくりに努力している。 3.4 3.0

教員
問題解決的な学習、探究的な学習、交流活動など子どもを主体者とした授業
づくりに努めたか。 2.9 3.0
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児童 授業の準備や持ち物の約束、姿勢や発表の決まりごとを守っている。 3.3 3.2

保護者
学校は、授業の終始や学習準備、姿勢などの学習規律の定着について継続的
な指導を行っている。 3.2 3.2

地域
学校は、授業の終始や学習準備、姿勢などの学習規律の定着について継続的
な指導を行っている。 3.2 3.0

教員
授業の終始や学習準備、姿勢などの学習規律の定着について継続的な指導を
行ったか。 3.3 3.2

児童
勉強が分からないときは先生や友達にたずねて、分かるようにがんばってい
る。 3.4 3.4

保護者
学校は、学習が遅れがちで個別に支援を要する子どもへのサポートに努力し
ている。 3.0 3.1

地域
学校は、学習が遅れがちで個別に支援を要する子どもへのサポートに努力し
ている。 3.2 3.0

教員 遅れがちで、個別に支援を要する子どもへの対応がなされたか。 2.9 2.9

児童 家でも毎日決まった時間は勉強するようにしている。 3.2 3.2

保護者
学年に応じた家庭学習が習慣づけられるように、継続的な指導や励ましを
行っている。 3.2 3.1

地域
学年に応じた家庭学習が習慣づけられるように、継続的な指導や励ましを
行っている。 3.2

教員
学年に応じた家庭学習が習慣づけられるように、継続的な指導や励ましを
行ったか。 3.2 3.2

児童 学校は行くのが楽しくて、真津山小学校はいい学校だと思っている。 3.5 3.5

保護者 真津山小学校は、｢子どもを通わせたい」いい学校だと思っている。 3.3 3.3

地域 真津山小学校は、｢地域が応援したい」いい学校だと思っている。 3.8 3.2

教員
自分にとって真津山小学校は、｢働きがいのある｣｢働きやすい｣学校だと思っ
て勤務している。 3.6 3.3

3.3 3.2
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分類 内容項目 R3後期 R4前期

保護者 学校は、連絡帳、電話連絡、家庭訪問などで、家庭との連携に努めている。 3.2 3.2

地域 学校は、連絡帳、電話連絡、家庭訪問などで、家庭との連携に努めている。 3.1 3.0

教員 連絡帳、電話連絡、家庭訪問などにより、家庭との相互理解・連携が図られたか。 3.2 3.4

保護者 学校は、学年・学級だより・メール・ホームページなどで、情報発信に努力している。 3.3 3.4

地域 学校は、学年・学級だより・メール・ホームページなどで、情報発信に努力している。 3.4 3.6

教員 学年・学級だよりなどで、学習の様子や諸活動について保護者に発信、情報提供することができたか。 2.8 3.0

保護者 学校は、家庭学習習慣や家庭読書、ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾄﾛｰﾙなどについて、保護者が考えるきっかけを与えてくれる。 3.3 3.3

地域 学校は、家庭学習習慣や家庭読書、ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾄﾛｰﾙなどについて、保護者が考えるきっかけを与えてくれる。 3.0 3.0

教員 家庭学習の習慣づくりや家庭読書、ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾄﾛｰﾙなどについて、継続的に家庭に働きかけることができたか。 2.8 2.8

保護者 学校は、懇談会や面談において、信頼関係を深め、家庭教育について考えるきっかけを与えてくれる。 3.1 3.2

地域 学校は、懇談会や面談において、信頼関係を深め、家庭教育について考えるきっかけを与えてくれる。 3.0 3.0

教員 懇談会や保護者との面談において、信頼関係を深め、家庭教育について考えるきっかけを与えられたか。 2.8 3.1

保護者 学校は、安心安全な場であるための点検と処置、安全指導を継続的に行っている。 3.2 3.2

地域 学校は、安心安全な場であるための点検と処置、安全指導を継続的に行っている。 3.8 3.0

教員 施設の定期的点検と処置、日々の安全指導と対応を継続的に行ったか。 3.2 3.3

保護者 学校は、清掃・整理整頓がなされ、学校の美化を保つことに努力している。 3.2 3.2

地域 学校は、清掃・整理整頓がなされ、学校の美化を保つことに努力している。 3.3 3.0

教員 師弟同行で清掃指導を行い、整理整頓がなされ、学校の美化を保つことができたか。 3.1 3.1

保護者 学校は、季節や学習内容に応じた掲示物の工夫など、学校らしい環境づくりに努力している。 3.3 3.3

地域 学校は、季節や学習内容に応じた掲示物の工夫など、学校らしい環境づくりに努力している。 3.3 3.0

教員 季節や学習内容に応じた掲示物の工夫など、学校らしい環境づくりに努めたか。 3.0 2.8

保護者 学校は、プランターや花壇、学習園などで潤いのある環境づくりに努力している。 3.2 3.3

地域 学校は、プランターや花壇、学習園などで潤いのある環境づくりに努力している。 3.1 2.8

教員 プランターや花壇、学習園を活用して、潤いのある環境づくりに努めたか。 2.6 2.5
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保護者 子どもたちは、あいさつや思いやりの言動ができる「心やさしい子ども」に育ってきている。 3.1 3.1

地域 子どもたちは、あいさつや思いやりの言動ができる「心やさしい子ども」に育ってきている。 3.1 3.3

保護者 子どもたちは、運動・食事・衛生などのよい習慣づくりに努める「心も体も元気な子ども」に育ってきている。 3.2 3.2

地域 子どもたちは、運動・食事・衛生などのよい習慣づくりに努める「心も体も元気な子ども」に育ってきている。 3.3 3.0

保護者 子どもたちは、授業･家庭学習に主体的に取り組む「よく考え工夫する子ども」に育ってきている。 3.1 3.0

地域 子どもたちは、授業･家庭学習に主体的に取り組む「よく考え工夫する子ども」に育ってきている。 3.1 3.0

保護者 子どもたちは、毎日楽しそうに学校に通っている。 3.4 3.4

地域 子どもたちは、毎日楽しそうに学校に通っている。 3.3 3.2

児童 忘れ物がないように、家で準備を頑張っている 3.2 3.4

児童 登校や授業の始まりなど時間を守るように頑張っている 3.4 3.4

児童 掃除や片付けなど、がっこうをきれいにすることを頑張っている 3.5 3.4

児童 係や当番、委員会の仕事を頑張っている 3.6 3.5

児童 本を借りて、家でも進んで読書をしている 3.0 2.9

児童 先生は、良いことは褒めるし悪いことはきちんと叱ってくれると思う 3.6 3.5

児童 先生は、私たちのことをよくわかってくれていると思う 3.5 3.6

児童 先生はみんなに平等で同じようにしてくれていると思う 3.5 3.6

児童 先生が励ましてくれると嬉しくて頑張れる 3.7 3.7

教員 「どの子も愛し、どの子も伸ばす」教育愛と使命感を持って職務に努めたか。 3.5 3.5

教員 「同僚とともに研鑽に励む」意識で研修に取り組み、授業に生かそうとしたか。 3.3 3.3

教員 ＰＴＡ活動等にできる限り協力し、「信頼される教師」であることに努めたか。 2.8 2.7

教員 職員相互の連携・協力と「報・連・相」の充実を意識し、一体感のある職員集団づくりに参画することができたか。 3.3 3.1
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