籠原小だより特別号

学校教育目標

令和３年２月２５日
熊谷市立籠原小学校
在籍児童数

２年度

元年度

３０年度

62.3%

Ｃ

スマートフォン４つの実践

３減運動（ブレーキ）

① フィルタリングを設定する

① テレビの時間を減らします。

② 午後９時以降は使用しない

② ゲームの時間を減らします。

③ 「ながら」操作はしない

③ 携帯電話やパソコンに触れる時間を減らします。

④ 傷つける言葉や個人情報を
書き込まない

１ 学校 のこと につ いて、
たよ り やメールで知ること がで きる
Ｂ

① 朝ごはんをしっかり食べる。
② 呼ばれたら「はい」と元気よく返事をする。
③「ありがとう」「ごめんなさい」と言う。
④ 友だちをたくさんつくる。

豊かな心と確かな学力をもち、
たくましく生きる児童の育成

男子３００名
女子３０８名
合計６０８名

１２月に実施した保護者アンケートでは、御多用にも関わらず提出してい
ただき、ありがとうございました。集計の結果がまとまりましたので、お知
らせします。保護者の皆様から頂いた貴重な意見を今後の学校経営全般に生
かして参りたいと考えます。紙面の都合上、全ての御意見を掲載することが
かないませんが、似ているものについては、まとめて掲載します。全体的に
は、すべての項目が一昨年度よりはよい評価をいただきましたが、昨年度よ
りも評価が悪かった項目もございました。、残る課題についてさらに取り組ん
でまいります。特に、学校の施設設備等については、引き続き改善を要望し
てまいります。

Ａ

４つの実践！（アクセル）

Ａ

２年度

元年度

３０年度

Ｄ

35.5%

71.1%

27.9%

70.0%

28.1%

2.1%
0.2%

1.0%
0.0%

1.9%
0.0%

○各便りをいつも楽しみにしている。
○安心メールは、とても役に立っています。
○学校だよりや学年だよりの行事予定が細かく書かれているので、とてもあ
りがたい。
○連絡帳での先生のコメントにおいても学校での様子がよくわります。
○学校だよりで、行事予定を２か月分知らせてくれるので、助かる。
▲ＨＰの年間行事に変更がある場合には、メールなどでお知らせがほしい。
▲参観の機会が少ないので、学校の様子がわからない。
▲特別な持ち物は、早めに教えて欲しい。
▲ＨＰをもう少し、更新し、詳細をのせてくれるとありがたい。
▲金曜の夕方に翌週の予定がメールで来ていたが、今年度はない。再開して
いただきたい。
▲生活の様子が写真などで見られるといい。
▲メール機能の改善（読んだか分かるように）を行って欲しい。
▲連絡事項が遅いときがある。もっと早くできるはずです。
▲学校だよりと学年だよりの行事予定が一致していないことが多い。変更に
なった場合は、知らせて欲しい。
▲学校の手紙をメールで送って欲しい。
◎Ｒ３年度に向けて
・ホームページについては、更新頻度を増やせるよう努力していきたいと
思います。
・年間行事予定について、来年度は４月に紙を配布します。ホームページ
については、変更した時点で、更新するようにしたいと思います。
・メール機能については、熊谷市の各小中学校が同じ機能のものを使って
います。手紙の添付等ができません。不便等がありますが、ご了承くだ
さい。
・翌週の予定のメールが今年度できませんでした。来年度は行うようにし
ます。
・行事の日程や道具等の準備につきましても、できるだけ早くお知らせで
きるよう努力してまいります。

▲もう少しわかりやすい授業をしてもらえるとありがたい。
▲読解力が向上するような指導と自ら学びたいと思える指導をお願いします。
▲子供の現状と学年で求められていることの間に隔たりがあるように感じる。
▲毎朝、漢字の小テストを行って、シールをあげるなどして、競わせるのは、
どうでしょうか。

２ 子 供 の 学 習状 況 について 、「きぼ う 」や
個 人 面 談 でよく知 ること が でき る
Ｂ

Ｃ

Ｄ

56.4%

40.2%

53.4%

42.9%

52.0%

43.5%

3.4%
0.0%

3.7%
0.0%

4.5%0.0%

○子供の生活面や学業面など、担任の先生がよくみてくれている。
○きぼうは、昨年までの内容の方がくわしくわかりやすかった。
○個人面談では、子供の様子を細かく伝えていただき、安心した。
○個人面談では、子供の苦手なことやこれからどうすればいいかを一緒に考
えてくださり、とても参考になりました。
○担任の先生が丁寧に連絡・対応してくださる。
▲子供の改善すべき所や伸ばしていくべき所が知りたい。
▲家庭訪問は、いらないと思う。今年度無くて困らなかった。
▲学校からの便りを、子供がちゃんと持ち帰らない。
◎Ｒ３年度に向けて
・今年度は、なかなか学校と家庭との連携がとりづらい面がありました。
その中で、肯定的なご意見をいただき、ありがとうございました。
・家庭訪問のあり方については、検討してまいります。
・心配なこと等ありましたら、その都度学校にご連絡ください。

３ 学校は、 分かり やすい 授業を行っている。
Ａ

２年度

元年度

３０年度

56.3%
52.9%
57.0%

Ｂ

Ｃ

Ｄ

41.3%
43.9%
39.8%

◎Ｒ３年度に向けて
・読書の取組は、多く誉めていただきました。今後も続けていきます。
・国の方針として、少人数指導から専科指導に舵がきられています。学校
としても少人数指導の良いところを引継ぎ専科指導も取り入れていきた
いと思います。そうすることによって、個に応じた指導をさらに進めて
いきます。

2.4%
0.0%

2.9%
0.3%

3.2%
0.0%

○子供の苦手なことを無理なく、上手にやる気を出させてくれている。
○読書賞など、子供の努力を評価してくれ、自信ややる気につながる。
○個別に対応して頂き、とても助かっている。
○勉強や運動にたくさん力を入れていただいて、子供もたくさん成長を感じ、
親も安心して学校に行かせられる。
○担任の先生が誉めて伸ばしてくれるのがありがたい。
○算数の少人数は、ありがたい。
▲テストがまとめてファイルで返ってくるので、リアルタイムの理解度がわ
からない。
▲教科書の通り教えるのではなく、個にあった教え方をしてほしい。

４ 学 校は豊かな心や生活習慣･社会規範を
守る態度を 育て よう といている 。
Ａ

２年度

元年度

３０年度

55.2%
50.2%
54.7%

Ｂ

Ｃ

Ｄ

42.6%
46.3%
41.4%

2.2%
0.0%

2.9%
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3.9%0.0%

○子供が、「学校は楽しい」といっているので、それが何よりです。
○高学年が低学年のフォローを自然にできている校風がすばらしい。
○子供たちの人間関係を大切にしていただいている。
○子供が頑張っていることに対して、いろんな先生が見逃さず、誉めてくれ
る。
○先生たちが子供たちと一緒になって遊ぶ姿は、見ていても話を聞いてもう
れしい。
○学力だけでなく、社会道徳をしっかり教えてくれている。
▲見守りの方へのあいさつが少ないのが申し訳ない。家庭でもするよう努力
します。
▲朝のあいさつができないことが残念です。あいさつに大切さを教えてあげ
てほしい。
◎Ｒ３年度に向けて
・籠原小学校は「ありがとうでいっぱいの学校」をめざしてあいさつにも
力を入れています。登下校もあいさつをする指導を行なっています。ご
家庭、地域と協力しながら進めていきたいと思います。
・休み時間に全員の子供たちと先生が外で元気に遊ぶのが、籠原小の伝統
となっています。今後も続けて行きたいと思います。
・今年度は、体験的な活動が制限されることが多かったです。社会の状況
が落ち着いたら、もっと体験的な活動を取り入れ、子供たちの心を豊か
にしていきます。

５ 学校 は、いじめや問題行動を見逃さず、
解決に向けて取り組んでいる 。
Ａ

２年度

元年度

３０年度

Ｂ

Ｃ

Ｄ

51.8%

42.8%

44.6%

5.2% 0.2%

46.2%

46.8%

8.2%

48.1%

1.0%

4.7%0.3%

○先生が友達同士のトラブルに真摯に対応してくれる。
○相談したときに、適切に対応していただいた。
○子供のことを学校全体でよく見ていただける。
○先生方は、どんな些細なことでも相談にのってくれ、対応をしてくれる。
○一人一人の児童に向き合ってくれて安心している。
○先生方熱心で、子供との距離感もちょうどよい。
○「笑顔いっぱい」で相談した内容について、迅速な対応をしていただきあ
りがとうございます。
○友達との関係での悩みに対し、真摯に受け止め、相談にのっていただけた。
○枠にとらわれず、子供たちの相談や悩みを解決しようとしている。
▲担任の先生は、クラス全体を公平に見て、気づいたことがあった場合は、
すぐに伝えていただけると助かります。
▲別の学年でいじめがあると聞いたのですが、未解決であれば徹底的に追求
すべき。被害者を第１優先にしていただきたい。
▲いじめ防止に向けた取組をずっと放置。ホームページにも掲載しているの
に実行されていない。聞かされていない話を突然してくる。いじめられて
いる側、自殺までしようと悩み、精神的苦痛を強いられているのに全力で
守ってもらえない。いじめている側の子を問題児として真剣に向き合って
いるように見れない。学校は、本気でいじめをなくそうとしているように
は思えない。何年も同じことを繰り返している問題なのに。いじめられた
側の児童に対して色々と求めるのは、違うと思う。精神的苦痛を軽く見な
いでいただきたい。事実確認ばかりで疑われるのは、被害を受けた側。問
題が続いているのに諦めの姿勢を出される。
◎Ｒ３年度に向けて
・子供たちだけで解決できる問題については、子供たちで解決させていき
たいとは思いますが、ご家庭にお話しなければならないことについては、
しっかりお話していきたいと思います。また、いじめや問題行動を見逃
さないために、ご家庭との連携をさらに深めていきたいと思います。
・いじめ対応マニュアル等の見直しを進めています。また、外部の方を含
めた「いじめ対策委員会」がよりよく機能するように進めていきます。

６ 学 校 は 、子 供 の 体力 向 上 に 取り 組ん でいる 。
Ａ

２年度

元年度

３０年度

79.2%
69.9%
66.5%

Ｂ

Ｃ

Ｄ

19.6%
29.6%
31.6%

1.2%
0.0%

○ある程度の目標をもたせることで、やる気がでて、一生懸命取り組むこと
ができる。
○できなかった逆上がりができて、とてもうれしそうでした。
○体力向上については、特によいです。引き続き続けて欲しい。
▲なぜ体力が必要なのか、逆上がりの原理など、頭の体操もさせてください。
▲運動が苦手な子供には、少しきついです。
▲体力向上に積極的に取り組んでいることは、とてもよいのですが、それを
プレッシャーに感じる子供もいるので、バランスを考えて欲しい。
▲体力向上への取り組みはよいことだと思いますが、クラスごとに達成率を
出すなど、頑張っているけれどもできない子に対しての配慮が足りないと
思います。数字ではなく、個々の頑張りをもっと評価してあげてほしい。
▲学力アップカードに反省点を書かせるのは抵抗がある。誉めてあげたい。
◎Ｒ３年度に向けて
・本校の体力向上の取組について、多くの方に高い評価をされています。
引き続き、子供たちが楽しみながら自主的に体力向上に取り組めるよう
にしていきます。
・運動が苦手な子供についての配慮も合わせて取り組んでいきます。
７ 学校は、非常災害や事故等から
児童を守る安全管理に努めている。
Ａ

２年度

71.1%

Ｂ

Ｃ

Ｄ

26.3%

2.2%
0.3%

元年度

66.8%

31.5%

1.7%
0.0%

３０年度

66.8%

31.4%

1.6%
0.2%

○爆破予告があった際、迅速な対応がとれていて安心した。
○今年度の特別な日課は、冬でも明るいうちに帰宅できるので、安心。
○毎年、引き渡し訓練が行われているので、急な引き渡しのときに落ち着い
て行動できた。
▲下校時に広がって歩き、人や車をよけない子がけっこういる。厳しく指導
して頂きたい。
▲学校の前の道が非常に危険です。
▲登下校時に横に広がったり、傘をふりまわしたりしている。先生がそれを
確認して、注意をしてほしい。
▲校庭がボコボコしていて大変危険。きちんとした校庭の整備をおねがいし
たい。
▲地域に情報発信をもう少ししてほしい。急に下校時刻が変わったとき、見
守りの方かわいそう。
▲爆弾予告の時に、仕事の関係でメールを見ることができず、気づいたとき
には、とても心配になった。引き取りが遅い家庭には、個別に連絡をお願
いしたい。
▲登校班での班長の負担が大きすぎる。班長ばかり注意するのではなく、問
題のある子を注意していただきたい。
▲爆弾予告の時に、仕事で迎えに行けないのに、先生の電話対応がひどかっ
た。

0.5%
0.0%

1.9%
0.0%

○学校全体で体力向上に取り組んでいる。引き続きお願いします。
○放課後、子供がマラソンをしていると、先生方が声かけをし、誉めてくれ
るので、自主的に努力ができるようになった。
○学力アップカードがとてもよい。逆上がりができるようになった。
○先生が一緒にマラソンや鉄棒をしたりしてくれるので、楽しく体力アップ
に取り組める。
○逆上がりや縄跳びができない子の指導にもっと力をいれてほしい。

◎Ｒ３年度に向けて
・下校の様子や自転車の乗り方等、学校でも指導してまいります。ご家庭
でも話題にしていただければと思います。
・爆破予告と不審者で今年度は、２度の引き渡しがありました。急な対応
でしたが、ご協力ありがとうございました。ですが、まだまだ、学校に
配慮がたりない場面もありました。今後の課題として捉えます。次にあ
った場合（本当は、ない方がいいのですが）に生かして行きます。
・今年度の特別な日課について、肯定的な意見が多くありました。来年度
に向けていいところは、残していきたいと思います。

８ 学 校 は 、 校 舎 内 外が きれ いにな っている。
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元年度

３０年度
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Ｂ
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○Ａ棟改修工事が終了し、きれいな校舎になってよかった。
○トイレ、校舎ともきれいになっています。
▲昇降口、窓、体育館がきたない。担当を決めるべき。
▲子供たちの机や椅子がボロボロです。
▲トイレに汚れが目立つ。清潔で安全に使用できる場にしてほしい。
▲上履きのままトイレを利用することが気になる。幼稚園でもスリッパに履
き替えていた。
▲外トイレをきれいにしてほしい。
◎Ｒ３年度に向けて
・トイレのサンダルについては、トイレの床が乾式になったことから上履
きのまま使用するようにいたしました。
・トイレ掃除につきましては、業者から掃除の仕方を確認したうえで、行
なっていきます。
・校庭整備や机、椅子は、予算の関係でどうにもならない面がありますが、
できる限りの整備は、していきます。
その他
○運動会の流れがとてもよかった。通常の状態にもどっても昼食は、やめて
ほしい。
○運動会は、分散開催だったが、有意義でした。
○担任の先生は、子供のよいところを見いだしてくれている。
○毎日楽しく学校に学校に通えています。
○子供が先生をとても信頼していて、大好きなようです。
○子供のよいところを注目してくれる先生が多くいる。
○担任の先生が子供をよく見ていて、熱心で、よく理解してくれて安心です。
▲１・２年のうちは、双子が同じクラスがよい。
▲入学説明会よりも早く、月曜バッグの寸法等を教えてもらいたかった。
▲お手紙や連絡帳などで、わからないことがたまにあり、困った。
▲冬には、リップとハンドクリームを持って行けたらいいとおもいます。
▲しばらく資源回収が行われていない。別の形で実施できないか。
▲親に対する接し方は、丁寧ですが、子供を注意する時に少しひどいのでは
という言葉をかける先生がいると聞きます。
◎Ｒ３年度に向けて
・今年度の運動会について、肯定的な意見が多かったです。来年度に生か
して行きたいと思います。
・来年度の学校行事について、いただいた意見を参考に改善していきたい
と思います。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策
・校内の対策については、概ねよくやっているとの意見をいただきました。
・１２月の臨時休業については、情報が少なく不安になったという意見が
多くありました。何もかも初めて行ったことなので、配慮にかけること
があったと思います。申し訳ありませんでした。
・全学年で行ったコロナの授業については、とても良かったと意見をいた
だきました。
・授業時数と授業内容については、各学年確実に履修できる目途がついて
います。

御意見ありがとうございました。保護者の皆様の貴重な御
意見を参考にして令和３年度の計画を立てていきたいと思い
ます。学校・家庭・地域が一体となり、子供たちの健やかな
成長を目指して教育活動を展開していく所存です。今後とも
御支援ご協力の程、よろしくお願いします。

