
保護者各位

評価

対象 保護者 児童 教員 保護者 児童 教員

学校は、子供を認め励ますことを
通して、考えを表現する子を育て
ている

96 92 85 4 8 15

学校は、読書活動や環境を充実さ
せ、本を読む子を育てている 97 82 83 3 18 17

学校は、日常の活動や行事等を通
して、相手を思いやる子を育てて
いる

97 95 85 3 5 15

学校は、日常の指導やあいさつ運
動等を通して、あいさつがよい子
を育てている

97 98 77 3 2 23

学校は、体育の授業等を通して、
体をきたえる子を育てている 95 96 85 5 4 15

学校は、保健だよりや日常の指導
を通して、基本的な生活習慣が身
に付くよう指導している

97 96 85 3 4 15

（ ％）

令和2年7月20日

前期学校目標達成のための保護者・児童・教員アンケート（御報告）

八戸市立是川小学校
　校長　佐々木　宏　恵

　仲夏の候、皆様にはますます御清祥のこととお喜び申し上げます。
　さて、先日実施しました学校目標達成のためのアンケートにお答えいただきましてありがとうございまし
た。結果及び考察がまとまりましたのでご報告いたします。学校目標「自分と仲間のよさとがんばりを認め合
う子」について、保護者の皆様と情報や考えを共有しながら、夏休み明けからも、様々な教育活動に工夫して
取り組んで参りたいと思います。今後とも、御理解、御協力をいただきますようよろしくお願いいたします。

【４：十分あてはまる。３：おおむねあてはまる。２：あまりあてはまらない。　１：ほとんどあてはまらない。】

４・３の段階 ２・１の段階



学校目標 自分と仲間のよさとがんばりを認め合う子

重点施策

（１）主体的で対話的な授業づくりの推進

（２）キャリア教育と道徳教育を軸とした諸活動の充実

（３）心身の健康のために、主体的に行動する場の設定の工夫

【考察（保護者・児童・教員アンケートの結果より 】）

（１）主体的で対話的な授業づくりの推進について

〇授業時間に、子供を認め励まし自信をもたせることにより、自分の考えを積極的に表現する子が増えつ

つある。また、子供同士が相互によいところや頑張ったところを認め合う工夫も効果を上げている。

⇒今後も、子供を認め励ますことにより、自尊感情や自己有用感を高めていく取組を行っていく。

〇学校司書が定期的に図書室の環境整備を行い、読みたい本を探しやすくしたりおすすめの本を紹介した

りしている。また、教員による読み聞かせを週１回行い、読書への関心を高めている。

⇒今後も、図書室環境の整備を進めるとともに、本を読むことに興味が薄い児童への指導を工夫する。

（２）キャリア教育の充実と道徳教育を軸とした諸活動の充実

〇運動会の実施に向けて、児童会テーマ「みんなで協力し いいねいっぱい是川小」を強く意識して取り

組んだ。保護者の記述（別紙）にもある様に、雨にも負けず精一杯力を合わせて頑張る姿が見られた。

⇒今後も、相手を思いやる気持ちを育てるために、友だちの「いいね」を相互に認め合えるよう諸活動を

工夫して行う。

〇あいさつをよくするために、朝のあいさつ運動や日常の指導を繰り返し、場に応じたあいさつをする子

供が増えつつある。しかし、あいさつする習慣が身に付いていない子供も見られる。

⇒今後は 「○かるく ○つでも ○きに ○づけて」のめあてのもと、気持ちの良いあいさつを地域の、 あ い さ つ

方々にもできるよう指導の継続をしていく。

（３）心身の健康のために、主体的に行動する場の設定の工夫

〇体育の授業では、感染症予防の対策をとりながらも、子供たちの体力回復や向上を目指して取り組んで

きた。前期前半は、運動会の練習が子供たちの意欲と体力の向上につながった。

⇒今後も、感染症予防と熱中症予防の対策を十分とりながらも、運動することに興味をもたせ、進んで体

をきたえる子を育てていく。

〇学校保健委員会は実施できなかったが、今年度のテーマ「ねる子はそだつ！元気パワーアップ！！」を

設定し 「すこやかだより」等で寝る時刻、起きる時刻、テレビやゲームの時間等についてのアンケー、

ト結果を生かして指導を行ってきた。しかし、基本的な習慣が十分身に付いていない子供も見られる。

⇒夏休み中の寝る時刻、起きる時刻について、保護者と子供で話し合って決めてもらい、夏休み中も規則

正しい生活が送れるよう指導をする。



【運動会で「子供たちのがんばりや互いに認め合う姿」等についての記述】

（原文のまま掲載します）

＜ 年生＞1
・学校生活初めての運動会。そして、初めての大きな行事でしたが頑張っている姿が見られて良かったで

す。練習の時から楽しんでいたようで家でも教えてくれていました。雨が降ってきましたが、無事終え

ることができて良かったです。

・運動会に向けて、歌の練習や走る練習を家でも頑張っていました。

・天気が悪かったので子供たちもそれどころではなかったように思います。自分の出番は張り切って列を

乱すことなく一生懸命取り組んでいたので、半日でも運動会があって良かったと思いました。

・学校に行き始めの頃、とても心配していましたが、今では学校がとても楽しいようで、毎日うきうきし

て学校に行きます。校長先生を始め先生方に勇気づけられているのを見て安心しています。ありがとう

ございます。

・雨の中でも嫌がらず、楽しそうにしていたのが印象的でした。

・他の学年が競技中、応援していたり、雨でも皆頑張っていて感動しました。ありがとうございました。

・雨の中 転んでも顔を変えず最後まであきらめない姿にとても感動しました。...
、 、 。・初めての運動会 曇り空 という不安の中 心配もありましたが最初から最後まで頑張ったと思います...

途中、雨が強くなりましたが上級生の競技をちゃんと見て応援する姿は、少しお姉さんになったなあと

感心しました。開催時間は短かったですが、とても良い運動会でした。

・雨の中、とても寒かったと思いますが子供たちが協力し合い、最後まであきらめずに全種目やりきった

姿がとても素晴らしかったです。きらきらと輝いた笑顔が印象的でした。応援合戦の時、２年生でしょ

うか？３人の赤組の男の子がそろって一生懸命体をそらすまでも大きな声を出していたのがかわいらし

く、またかっこ良く見えました（列の後ろの３人です 。今年もまた、最後の５、６年生の演技には感）

動しました。

・応援の歌で、とても気合が入っていて、どちらの軍もがんばるぞという気持ちが伝わりました。雨で滑

って転んでも、最後まであきらめないで走りきる姿がかっこ良かったです。

・雨の中、しっかりと競技に向かいやりきっていた姿が、仲間を応援する姿が見えて素晴らしかった！

・１年生初めての大運動会、雨にも負けず最後まで姿勢よく応援も頑張ったと思います。是川音頭上手で

した。５、６年生集団演技で土がびしょびしょでも全員気にせず感動しました。

・家にいると幼さが抜けていないが、運動会では周囲に合わせて行動できていて一安心しました。玉入れ

ではのびのびと踊れていて良かったです。

・６年生の集団演技がかっこよかったです。

・リレーや玉入れなどの団体競技で自分の出番が終わった後でも友だちを一生懸命応援する姿や、勝って

も負けても友だちと一緒に喜んだり悔しがる姿を見て成長したなと思いました。友だちがいるって改め

て幸せで素敵なことなんだなと感じさせられました。

＜２年生＞

・２時間という短い時間でも、雨の中でも、一人一人の頑張りですばらしい運動会になったと思います。

構成もとてもよかったと思いました。

・雨の中の運動会でしたが、思ったよりも子供たちが張り切って参加していたと思いました。どんな状況

でもやり切る という気持ちが育っているんだなぁと感心しました。!!
・雨の中大変でしたが、雨にも負けずみんなそれぞれ競技を頑張っていたと思います。最後のリレーも雨

で転ぶ子もいましたが、思うように走れなかったと思いますが、よく頑張ったと思います。

・天候に恵まれませんでしたが、子供たちの応援が校庭いっぱいに聞こえてきて、とてもほっこりしまし



た。雨に負けていませんでした。

・雨の中お疲れさまでした。

・雨の中、皆さん笑顔で競技を頑張っていたのでとても感動しました。高学年の難しかったであろう集団

演技にはとても感心しました。すばらしかったです。すてきな運動会でした。

・ダンシング玉入れ、大好きです。とてもかわいいです。雨の中、元気に走りましたね 短くても思い出!!
に残る運動会になりました。

・リレーを走り終えて戻ってくると「〇〇がんばったね」と仲良しの友だちが声をかけている姿を見まし

た。本当はリレー選手になりたかったと後から聞いてうれしくなりました。

・雨の中、本当によく頑張ったと思います。短い時間だったけど良い時間でした。

＜３年生＞

・今年度も感動の連続の運動会でした。みんな、雨の中、よく頑張りました。

・悪天候の中でしたが、自分の力を全力で出している姿によく頑張ったとほめてあげました。短い練習時

間だったと思いますが、みんなで協力できたことで無事終えたので良かったと思います。

・運動会に向けて妹と一緒に歌の練習や走って体力づくりをしたりして頑張っていました。

・自分の組が勝てるようにと意欲をもって応援合戦の時も頼もしい姿で取り組んでいました。帰宅後も接

戦の様子（高学年の競技）を興奮気味に話していたので、高学年の頑張りもちゃんと見ていたんだなー

と感じました。

・冷たい雨の中でも、元気に声を出して頑張っている姿や、すべって転んでもあきらめずに最後まで走る

姿、そして、赤白に関係なく走る友だちに「がんばれー 」と声援を送る姿に、とても感動しました。!!
・悪天候の中、高学年の皆さんは、自分の出番のときだけでなく係の仕事も一生懸命やっていてすばらし

いと思います。他の学年の皆さんも最後まで頑張っている姿、かっこよかったです。

、 。・勝っても負けても皆で頑張ったと話していて 雨の降る中でしたがとても良い運動会だったと思います

・くもり空 という不安の中でのスタートでしたが、出場競技を全力でやっている姿、感動しました。自...
、 、 、分以外の競技も応援し 最後の結果発表で悔しがった姿を見ましたが 悔しいと思うってことは精一杯

!!力一杯取り組んだ証拠だと思います。雨の中、よく頑張った

・雨の運動会、どうなることかと思いましたが、逆境に立ち向かう姿がとても勇ましく、時折互いを気遣

う姿も見られて大変感動しました。子供たちも、とてもいい経験になったように思います。

・５、６年生の仕事ぶりがてきぱきとしていて、さすがだなと思いました。雨の中、どの子も最後までよ

く頑張りました。

・大きな声で応援していました。雨の中、一生懸命頑張っていて、感動しました。

・２年生の頃に比べ、整列や体操等もみんなと揃えてできるようになってきて良かった。一等賞をとれな

くても悔しがっていたのを見て、成長を感じました。

・綱引きの３回戦目に、じゃんけんに負けた子に対して、白旗をもっていた子が「気にするな 」という!!
感じの言葉をかけているのが聞こえてきました。 兄弟 か 友だち か分りませんが、すぐに自然に声が" " " "
けできるのが感心しました。

・自分の番ではないときは「頑張れー！」等の声が聞こえてきました。

・雨の中、ひるまずに裸足で体操する子供たちの姿が胸に残りました。短い練習期間での先生方の御指導

に感謝しています。なかなかない大雨の中、思い出に残るいい運動会でした。感動をありがとうござい

ました。

・雨の中、転んでもすぐに立ち上がり走っていた子供たちに感動しました。みんな頑張りました。先生方

もお疲れさまでした。

・自分と同じ組を応援する姿だけでなく、リレーの順位発表の際、上学年の児童は他の組にも拍手をして

いて、頑張りを認め合っていると感じました。



・途中から雨が降ってきたけど、みんな一生懸命頑張ってて良かったと思います。

・３年生になり、昨年より競争心も強くなり、同じ組のために頑張りたいという気持ちが強くなったよう

です。雨の中でしたが友だちと楽しく参加できていたので良かったです。

＜４年生＞

・団体競技での応援の声がとてもよく出ていたと思います。

・雨降りだったので、傘を互いにかぶり、椅子をふく姿が見られました。

・雨の中、よく頑張っていたと思います。綱引きで、負けた白組が勝った赤組に拍手をしていたのが印象

的でした。とても見ていて気持ちが良かったです。

・くつが脱げていても頑張って走る姿に感動しました。

・自分が一位になっただけでなく、お友だちの二位も一緒に喜んでくれるお友だちがいました。とてもう

れしかったです。

・雨の中、けがもなく無事終わって良かった。あまり練習できなくても頑張っていたと思う。

・相手の組が勝った時も、しっかり拍手をしていて素敵でした。

・コロナの影響で時間も短縮されましたが、限られた時間の中で徒競走や綱引きなど張り切って頑張って

いたと思います。練習時(体育）是川音頭を１年生に教えてあげたなどの話を聞き、上学年の姿を見る

ことができたと思います。

・雨の中でも一生懸命頑張っている姿に心打たれました。５、６年生は泥だらけになっても成功させよう

とみんな頑張っていて素晴らしかったです。

・みんな、雨の中一生懸命頑張ったと思います。５、６年生の集団演技は本当に立派でした。

・競技の後でも友だちと仲良くしていたので良かったです。娘の話を聞いても速かったねとか頑張ったね

とか言っていたみたいだったので安心しました。

・みんな力いっぱい走って、雨だけど是川音頭も踊って、ぬかるんでいてもリレーで全力を出して、応援

をしてかっこ良かったです。

・雨に濡れることさえ楽しむ元気な子供たちの元気な姿が見れてうれしかったです。短いながらも一生の

記憶に残る運動会になったと思います。準備、片付け、指導等先生方には本当に感謝します。ありがと

うございました。

・先生方へ。雨の中の運動会になりましたが、雨が降っていることで集中力も高まり、思い出に残る運動

会になったと思います。忙しい中での準備、指導本当にお疲れさまでした。

・雨の中、一生懸命頑張っている姿に感動しました 「ただいまあ 」と元気な声で帰宅し、一回り成長。 !!
したように感じました。

・雨の中とても良く頑張っていました。校長先生がおっしゃったとおり雨の中での運動会は、なかなか体

験できないので貴重な体験だったと思います。寒かったけどみんなで協力し合い最後までやり切った姿

はとても輝いていました。リレーもコンディションが悪く足元をとられながらも、あきらめずにすぐに

立ち上がり走っていた１年生の黄色の少年がとてもかっこ良かったです。みんな感動をありがとう。

＜５年生＞

・雨が降る中でも皆が役割をきちんと果たし、きびきびと動いていて良かったと思います。目標をもって

取り組めていたと思います。

・コロナウィルス感染拡大防止の為、短い時間の運動会ではありましたが、雨の中、頑張る子供たちに感

動しました。他の学校が秋に行うところが多い中、この時期に行ったことで、元気や励ましをもらった

ように思います。ありがとうございました。

・用具係だったのですが、子供たち同士で次の種目などを確認しながら頑張っていました。

・雨に負けずによく頑張っていた。



・雨の中、本当にみんな頑張ったと思います。コロナで新しい形の運動会でしたが、６年生は最後なので

親と一緒に走れたらよかったのにと思いました。仕方ないことですが…。

・雨の中、係の仕事をよく頑張っていました。

・集団演技、とても良かったです。本人からも日々の練習の様子を聞いていたので、本番もすごく楽しく

見させてもらいました。

・集団演技の後、汚れた背中を互いに見せ合いながら、みんなが笑顔でいい表情で盛り上がって会話して

いました。汚れた服を嫌がることなく、互いに頑張りを讃え合う雰囲気を見て、こちらもうれしい気持

ちになりました。

＜６年生＞

・５、６年生の集団演技、雨の中でしたがしっかり動けていて、地面に横になるときも臆することなくと

ても感動して見ていました。６年生は、最後の運動会をやれて本当に良かったです。係の仕事もみんな

きびきびとこなし、素晴らしかったです。

・感動！雨の中最後の運動会 よく頑張りました！...
・相手の勝った時にも、しっかり拍手をしていて素敵でした。

・５、６年生の集団演技、とても素晴らしかったです。３階から見ることができて全体を見ることができ

たのは先生方の配慮だと思います。ありがとうございます。

・競技が少ない為、準備する時間がなかったと思いますが、てきぱき行動していて、さすが最高学年だと

思いました。お疲れさまでした。

・雨の中の運動会でしたが、最後まで楽しみながら頑張ったと思います。傘のない子に貸してあげたり入

れてあげたり、学年を超えて支え合うことができていました。

・雨など気にすることなく、最後まで一生懸命に取り組む姿が印象的でした。子供たちは日々成長してま

すね。先生方のお揃いのポロシャツは、先生方の心意気を感じ非常に頼もしかったです。

・集団演技では一人一人が決められた動きをしっかりできていて、雨の中でも全員が全力で頑張る姿に感

動しました。

・最後の運動会、短い時間の中、本番も雨の中、堂々と演技する姿はかっこ良かったです。

・雨の中、一生懸命頑張る姿を見て、とても感動しました。

・６年生は各係とも、お互い声をかけあったり、下級生を誘導したり、それぞれの役割を責任をもって頑

張っていたので、進行も雨降りで大変だったと思いますが、スムーズで素晴らしかった。雨降りの中で

も、生徒全員、笑顔一杯、元気一杯でしたし、泥んこにまみれながらの集団演技は、足上げや前転、後

転もすごかったですし、フォーメーションを何度も変えるのも揃っていたし、とても素晴らしく感動し

ました。紅白帽子から半袖短パンが泥んこまみれで帰ってきた姿を誇らしく思いました。お疲れさまで

した。

・雨の中での運動会でしたが、閉会式での「楽しかった！」という子供たちの声に、短時間でしたが開催

できて本当に良かったです。我が息子の感想発表も「忘れたら困るから紙をポケットに入れておいた

ら？」なんて話していましたが、全く不要だったようで しっかりした姿にびっくりもしました。残り...
の小学校生活も楽しんでほしいと思います。

・コロナ対策をしながらの５、６年生の集団演技は、いつもの組体操に見劣りすることなく、校舎から見

下ろすというアイデアもあり、とても素晴らしく感動しました。

・雨の中での運動会でしたが、最後までみんなよく頑張ったと思います。時間が早く進む中、係の子供た

ちも一生懸命仕事をしていました。練習時間が少ない中の５、６年生の集団演技も素敵でした。


