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令和２年２月２８日発行
安芸太田町立戸河内幼稚園・小学校
園 長・校 長 吉田 浩一

（戸河内幼・小便り）

〒731-3810 安芸太田町戸河内３５１

確かな学力をもち 意欲的に取り組む子供の育成」
「自尊心」 ～自分を大切にしよう～
「自己決定」 ～自分で考えて決めよう～
「協働・コミュニケーション」 ～自分を表現し，相手と分かり合おう～

学校評価に関する保護者アンケートのまとめ
【保護者質問紙・２月】
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②子供は，学校での学習に意欲的に取り組んでいる。
（参観日や行事等の様子から）
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⑤子供は，将来の夢や目標をもっている。

13

⑥子供は，学校生活や学校外での活動を通して，目標
をもって頑張ったことがある。
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⑦子供は，体力づくりや運動能力向上をめざして自ら取
り組んでいる。
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⑪戸河内小学校は，子供たちの力を伸ばそうと努力して
いる。
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⑫学校は子どもや保護者の悩みや相談に適切に対応し
てくれる。
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⑩学校は，学校だよりやホームページ，学級通信・ＰＴＡ
集会などで，教育方針や教育活動を分かりやすく伝えて
いる。

合計値
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⑬学校の施設設備は整っている。
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⑨学校は，子供のことを理解し，家庭と連絡を取り合っ
ている。

⑭通学は安全にできている。

2

2

17

11

④子供は，家庭学習にきちんと取り組んでいる。

⑧戸河内小学校の子供たちは，家庭や地域であいさつ
をしている。

✕

40%

①子供は，学校に行くのを楽しみにしている。

③子供は，「号令のあいさつ」「返事」「発表の声」「正しい
姿勢」が身に付いている。学習規律
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ＴＥＬ（０８２６）２８－２４０１
FAX （０８２６）２８－２４６１

E-mail togouchisho@gakko.akiota.jp
http://www.gakko.akiota.jp/togouchisho/

学校評価に関する保護者アンケートを
31-3810 安芸太田町戸河内 351 番地
３学期も実施しました。ご協力ありがと
ＴＥＬ・FAX・
（０８２６）２８－２４０４
E-mail
togoutchisho@akiota.jp
うございました。
http://wwwakiota/．Jp/togouchisho /
全１４項目の結果は左記の通りです。
グラフ内の
の部分が「よく
あてはまる」
「ややあてはまる」という肯
定的な回答になります。
１４項目のうち９項目において，９割
以上の方が肯定的に回答して下さいまし
た。特に質問⑨～⑭では肯定的な回答が
100％になっています。
（不明と回答された
方を除く）

全項目の肯定的な回答の平均は 91.3％
で，おおむね高い水準での評価をしてい
ただいています。
その中で，肯定的な回答が 85％を下回
るのは次の４項目です。
▼82.4％ ⇒ 質問④｢家庭学習｣
▼75.0％ ⇒ 質問⑤｢将来の夢や目標｣
▼65.7％ ⇒ 質問⑦｢体力つくり｣
▼81.5％ ⇒ 質問⑧｢地域での挨拶｣
ほぼ同じ内容の質問に，児童が肯定的に
回答した割合は次の通りです。
△100 ％ ⇒ 質問｢家庭学習｣
△94.1％ ⇒ 質問｢将来の夢や目標｣
△94.1％ ⇒ 質問｢体力つくり｣
△100 ％ ⇒ 質問｢地域での挨拶｣
児童の自己評価がやや甘いのかもしれ
ませんが，保護者の方と児童とで，評価
に一定程度のズレが生じています。特に
「地域での挨拶」に関する保護者の方の

肯定的評価は，一学期 95.8％から三学期 81.5％と大きく下 【児童･肯定的回答割合】
がっています。この評価を真摯に受け止め，
「地域でしっか
40%
りと挨拶のできる戸河内小児童」をめざしていきます。
将来の夢や目標を持っています
最後に，
「将来の夢や目標」
，
「自己肯定感」に関する児童
アンケートの３学期の結果を右に紹介します。
将来の夢や目標は，かなうと思う
４項目とも９割前後の肯定的回答となっています。これ
【３年～】
らの値は，広島県や全国の様々な調査に比べても高い水準
自分には，よいところがある
です。しかし，１割前後の児童が「あまりあてはまらない」
「あてはまらない」と回答しています。どの児童もが「夢
自分のよさは，まわりの人から認
や目標を持つこと」
，
「自分の良さを自覚すること」
，
「その良
められていると思う【３年～】
さを認められること」をめざして取り組んでまいります。
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２/２１ スキー教室・そり遠足
1/29 から延期し，心配されていた「スキー教室・
そり遠足」を恐羅漢スキー場にて実施しました。直
前の降雪と青空の晴天という絶好のコンディション
の中，園児･児童全員が参加できました。
今年も恐羅漢スキー場の指導員の皆さんのご協力
のもと，児童は５つの習熟別グループに分かれ，技
能向上に励みました。場面によっては個別の丁寧な
ご指導もあり，全児童がリフトに数回以上乗りました。
園児も初心者向け斜面をほぼ貸し切り状態で何度も
そり滑りを楽しむことができました。
当日，ご指導いただいた 猪信記さん，大谷一志さん，
岡尚三さん，栗栖俊生さん，野村春美さん，野村正和さん，
平岡直樹さん，藤本忠則さん，山根伸一さん，山本芳正さん，
そして，卒業生で支援してくださった栗栖瑠香さん，
さらに，貸スキー・リフトの利用，昼食のお世話等で恐羅漢スキー場の皆様に大変お世話になりました。誠
にありがとうございました。
（右上の画像は，合言葉「冬になったらオソラでスキー♪」で，はいっパチリ！）

２/14 入学説明会・体験入学
一年生教室にかわいいお客さん。元気な歓声
と楽しい笑顔があふれました。毎年恒例の「入
学説明会･体験入学」です。令和２年度には６名
の新入生が入学予定です。当日は一緒に国語の
「似ている漢字」を学んだり，校内を案内した
りしました。ちょっぴり早い先輩気分を味わっ
た頼もしい現一年生でした。春が楽しみです。

２/25 その道のプロの方に学ぶ･････。【５･６年生】
皆さんは車いすテニスの試合をご覧になったことがあるでしょうか。
今年の全豪オープンテニスの車いす部門で国枝慎吾さんが男子シングルス
優勝，上地結衣さんが女子シングルスと女子ダブルスで優勝され，マスコミ
でも大きく取り上げられました。その選手をトレーナーとして支えておられ
る 増田 拓（ひろし）さんのお話を５･６年生児童が聞かせていただく機会があり
ました。増田さんは理学療法士の勤務をされながら，日本車いすテニス協会の
ナショナルトレーナーもされています。少年時代からサッカーに励んだこと，
怪我･挫折や素晴らしい出会いがあったことなどご自身の経験を熱く語ってくださいました。また，専門的
なお立場から，基礎体力や運動の土台につながる動きなどの実際を児童に指導していただきました。
ある意味で「その道のプロの方に学ぶ」というすばらしい機会になりました。ありがとうございます。
「ユメを叶えるコツとして，『仕事』を『志事』に」という言葉がとても印象に残りました。
今夏の東京パラリンピックでの選手の健闘，そして増田さんの活躍を応援したいと思います。

３月以降の予定
日

曜

行事予定

3/12 木 学年末 PTA（授業参観・全体会）

日

⇒【中止】

4/6

曜

行事予定

月 就任式・始業式・入園式・入学式

3/19 木 小学校 「卒業証書授与式」 【14:00 下校予定】

4/17 金 参観日・PTA 総会

3/24 火 幼稚園 「卒園式」

4/21(火)，23(木)，24(金) 家庭訪問

3/25 水 修了式・離退任式 ⇒【検討中】

4/28 火 春の遠足「深入山」
予定が変更されることもあり得ることをご了解ください

