
12 月にご協力いただきました「学校評価保護者アンケート結果」を掲載します。たくさんのご協力、意

見等にご協力いただき誠にありがとうございました。

お寄せいただいたアンケート、ご意見等は学校評価委員会（小中合同の学校評議員・ＰＴＡ会長）にて

協議し、学校運営について評価並びにご提言をいただき、よりよい学校づくりにむけて取り組んでまいり

ます。
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保護者アンケートのまとめ（12月実施：有効回答数 144件）

100 点 前 年
設問 換算 比

① 教職員は、基礎・基本の定着を図るわかりやすい授業を行っている 86 +2
と思いますか。

② 児童一人一人と話をするなど個を大切にした活動に取り組んでいる 83 +2
と思いますか。

③ 教職員は、学習指導の際に個に応じたきめ細やかな指導をしている 82 +4
と思いますか。

④ 教職員は、いじめの防止や対処、心の教育に真剣に取り組んでいる 81 0
と思いますか。

⑤ お子さんは楽しく毎日学校に通っていると思いますか。 87 +1

⑥ 学校だよりや学級通信はわかりやすいものとなっていると思います 90 +5
か。

⑦ 教職員は丁寧で誠意ある対応に努めていますか。 89 +5

⑧ お子さんとご家庭で、生活習慣や家庭学習について話題にすること 73 +1
がありますか。

⑨ お子さんは挨拶などの生活習慣や家庭学習の習慣が身についている 74 +2
と思いますか。

⑩ 保護者や地域と連携を取る開かれた学校となっていると思いますか。 79 +12

100点満点の何点を合格点にすれば良いのか、判断がつかないのですが、前年度より点数が良

くなっていることから、信頼される学校づくりに向けて一定の評価は頂けたものと捉えています。
しかし、まだまだ改善点は多くあります。今後も、職員一同努力を重ねて参ります。

【ご意見 1】
①の質問は、正直授業を見る機会が少ないので良くわかりません。

学校は参観日を設定していますが、いつでも授業を参観していただいてけっこうです。ぜひお子さんの

様子を観にいらしてください。また、お子さんが教科書の内容を理解しているか、返却されたテストやプ

リント、各教科や家庭学習のノートなどから判断されてもかまいません。ご協力お願い致します。

【ご意見２】

①②③については、クラスの人数が多いため、先生方の指導が「一人一人」「細やかな」

にはなれない状態なのではないかと思います。給食費の無償化よりも先生の増員のため

の費用に当てていただきたいです。子どもが食べる物なので親が支払ってもかまいませ

ん。③３８名２クラスが良いと思います。先生が大変です。能力以上のことを求められ

るし、時間におわれます。

学級の人数が多くても一人一人に細やかな指導を心がけ、学級担任を中心に学校全体で指導にあたって

います。しかし、客観的に考えると児童数が多くなるほど一人に関われる時間が少なくなるのも事実です。

学校では、算数を習熟度別で行ったり、サポートタイムを設けて個別指導を行ったり工夫をしています。

今後も工夫・改善を心がけ、一人一人の子どもを多くの教員の目で見守る体制をつくっていきます。

【ご意見３】

子ども個々の特性を理解した対応は、正直担任により大きく変わると思います。長女

は家庭学習に取り組む意欲も上昇しています。担任に対しての信頼もあり感謝しており

ます。子どもが、少しでも意欲・自信がもてたらありがたいなと思います。もちろん家

庭においても教え続けますが、良いところを見てもらえることをお願いしたいと思いま

す。

担任のがんばりを評価していただきありがとうございます。家庭学習は、自分で計画を立て学習を進め

る学び方の基本をつくる大切な取り組みです。担任によって偏りが出ては、子ども達の成長に沿った学び

にはなっていきません。現在、小中 9 年間で育てる「家庭学習の手引き」を作成中です。出来上がりまし
たら、保護者の皆さんにも見ていただき、学校と家庭で共通した認識をもって家庭学習の習慣化を目指し

ていきます。

【ご意見４】

委員会活動時、まじめに行っている子、行っていない子がいるようですが、家でよく

不満をもらいしていることがあります。委員会活動まで指導が忙しく行き届かないかも

しれませんが、気にかけていただけると幸いです。

委員会活動は、違う学年の子ども達が、学校生活の充実を図るために計画・役割分担・協力して自主的

に取り組むものです。自分勝手では周りの人にめいわくがかかります。目的意識をしっかり持たせた上で、

役割分担をしっかりと行い、自分の役割に責任をもてるよう指導していきます。

【ご意見５】

学校の評価は、テストの結果ぐらいしか親にはわからないので、自分の子どもがどの

程度なのか今の「あゆみ」ではわかりません。

「あゆみ」の評価は、教科等の目標をお子さんがどれだけ達成できているかをみるものです。４月に実



施された「全国学力学習状況調査(６年生対象国語・算数)」や１月に全学年で実施する「学力調査（国語

・算数）」の結果には、全道・全国の同学年児童の平均点等も載っていますので、参考にされるといいと

思います。お子さんの学習状況については、担任が把握していますのでご相談ください。

【ご意見６】

⑥について、学校だよりは小中一貫中心の内容で継続した方が良いと思います。また

行事の内容にむらがあると思いますが…。

小中一貫教育は、小清水町が全道に先がけて行っているものです。地域、保護者の皆さんのご理解・ご

協力がないと充実した取り組みになっていきません。今後も学校だより等で情報を発進していきたいと考

えています。記事の内容ですが、縦割り班での活動や体力づくりなど、学校が行っている様々な取り組み

を皆さんに知ってもらいたいという願いをもって選んでいます。学年など偏りがありましたら申し訳あり

ません。

この方のご意見を伺って、学校だよりをしっかりと読んでいただいていることがわかり、うれしく思い

ます。貴重なご意見をありがとうございました。

【ご意見７】

アンケートは必要ですか？

学校職員はみんなで知恵を出し合い、学校をよくするために計画・実践を行っています。しかし、私た

ちが良いと考えて行っていることが保護者の皆さんに理解されていなかったり、違った考え方だったりす

ると効果が上がらず、場合によっては逆効果になることがあります。保護者の皆さんのご意見を学校教育

に生かしていこうと考えていますので、お手数をおかけしますがご協力をお願いいたします。

【ご意見８】

子どもに挨拶をすることを指導することも大切ですが、先生方や保護者等、大人が率

先して挨拶をすることも大切だと思います。子どもも大人も挨拶をされないとしないこ

とが多い様に感じます。

子どもは大人の姿をみて育ちますから、大人が手本を示す必要があります。学校職員も率先してあいさ

つするように心がけます。子どもが将来、社会に出て行った時に、挨拶は重要な資質の一つになります。

あいさつの指導内容や方法について、今後もご意見をいただきながら取り組んで参ります。

【その他のご意見】

□ 1年時、現在 2年生と担任の先生や周りの先生方によくサポートしてもらっていると思いますし、私が(親

が)うまくできない指導を丁寧にやっていただいています。感謝しています。

□特別支援について、小清水は以前から、手厚いというか、取り組みやシステムがしっかりしているとい

うか、とにかく小清水町で良かったと思う点が多いです。他の学校の話を聞くとあたりまえというか、そ

れが普通だと思っていることが、他ではされていなかったりで恵まれているのだなぁと思います。

□④今年度の担任の先生は、子ども一人一人を良く見てくれ、叱った後もきちんとフォローも忘れず、子

ども達が前向きに生き生きしている様子がわかります。参観日で伝わりました。我が子も担任の先生の授

業が大好きです。⑩では、マラソン大会の振替休日も設けられて子ども達も体を休める時間を作ってもら

えてありがたいです。

その他にも学校に対して温かいご意見をたくさんいただきました。ありがとうございました。

前期児童会

役員（現５年

生以下）が改

選 さ れ ま し

た。選挙はど

の候補者に任

せても良いくらい立派な演説で、大接戦の末当選

したみなさんです。

小清水小学校をもっと良くするために考えた

事、自分が進めて行きたいことがたくさんありま

した。

学校のリーダーとして、児童会活動を中心に、

行事や集会等でも活躍して欲しいと思います。

坂田先生は

青年海外協力

隊の一員とし

てカンボジア

で体育の先生

として２年間

活動しました。その際の経験を６年生と１年２組

の児童に伝えました。

授業の冒頭には、民族衣装で登場し、カンボジ

アの公用語である、「クメール語」を使って話を

してくれました。 文化や生活習慣、小学校での

学習の様子などを写真や動画を交えて学ぶことが

出来ました。６年生は特に、日本との文化の違い

に驚いており、目を丸くしながら話に耳を傾けて

いました。

学校関係者評価委員会を開催（３月８日）
学校は、今年度の教育活動について、様々な観点から評価（児童のアンケートや保護者アンケートも

その中の一つ）を行っています。これらの評価について、学校だけに留めず、地域・保護者と協働して

互いの理解を深めるために行うのが学校関係者評価委員会です。

委員として、学校評議員の皆さん、ＰＴＡ会長さんにお願いし、年間を通じて、「学校」を知っていた

だき、学校に「地域・保護者」の声を知らせる事で、互いの理解を深める役割を担っていただいていま

す。

以下、学校関係者評価委員会でいただいたご意見です。

１ 教育課程・学習指導について

家庭学習の定着が進むことは、全ての学習に通じることだと思います。今後も地道な指導

の継続を望みます。

２ 生徒指導について

今後も、保護者との連携を密にしていって欲しいと思います。また、挨拶の徹底を継続し

て指導して欲しいと思います。

３ 授業研究や小中一貫

小中一貫教育の推進で、先生方は大変だと思いますが、子ども達のために、研修を積んで

さらなる指導力の向上を目指して欲しいと思います。

４ 特別支援教育・個に応じた指導について

特別支援教室はもちろんですが、チャレンジ教室やサポート学習・強化学習等の個別指導

の充実をお願いします。

５ 保護者との連携

地域との繋がりをさらに強くしていって欲しいです。保護者ももっと関心をもって学校に

関わって欲しいです。



卒業証書授与式の「式辞」より

小清水町立小清水小学校長 可児 隆洋

６年生の皆さんは、新生小清水小学校の六代目の卒業生となります。６年前、皆さんは、それぞれの地域の小学校
が再編されて一つになって出来た「新しい小清水小学校」に入学しました。入学式は今の校舎ではなく、旧校舎でし
たが、大きなランドセルを背負い、家族に手を引かれ、地域の皆さんに見守られながら、晴れて、「新しい小清水小

学校」の１年生になりました。

新しい学校となるのと同時に、教育目標も新しくなり、それから６年経ちました。皆さんは、この目標どおりに育
ったでしょうか。

□こころやさしく 友達の個性や良いところを認めてあげられますか
みんなと協力して学習やいろいろな活動に取り組めましたか

□しっかり学び 勉強が好きですか、嫌いでも頑張ろうという気持ちがありますか

自分の考えを持って、書いたり、話したりできましたか
□みずから体をきたえる子

自分の健康や安全を考えて過ごすことができましたか
目標に向かってやり抜くことができましたか

最後にあげた、目標に向かってやり抜くことができる。これが、みなさんの一年間のテーマでもありました。今年
の学級通信のタイトルは「Best」です。「Best」は「最善を尽くす」という意味で使われます。まさに、目標に向か
ってやり抜くという意味です。みなさんの一年間は、この「Best」という言葉で言い表せる一年間でした。

１年生を迎える会で、みんなに喜んでもらえるよう、素敵な集会になるように力を合わせて準備をしました。雨が
降り続いた運動会、競技も係活動もBestを尽くした結果、プログラム時間を大幅に短縮することが出来、諦めていた

運命走をすることができました。今年ほど牛をじっくり見たのは、今までなかった事でしょう。夏に描いた牛の絵、
冬に彫った版画、どれも素晴らしいできばえでした。指導していただいた版画家の冨田さん、本当にありがとうござ
いました。学芸会では、劇団四季のミュージカル「エルコスの祈り」を見事に演じ、舞台裏でも様々な係活動で学芸

会の成功を支えました。普段の学校生活でも、年下の子ども達に優しく、集会活動でもリーダシップを発揮しました。
元気なあいさつ、返事、廊下の歩き方はいつもみんなのお手本でした。

そして卒業証書授与式で小学校最後で小学校最高の姿を見せることができました。こころやさしく、しっかりまな
び、みずから体をきたえる子、常に目標をもって、そこに向かってBestを尽くす姿がとても頼もしかったです。

「６年生を送る会」で「ありがとう」をたくさん見つけておきましょうという話をしました。今日までにいくつの
「ありがとう」を見つけられたでしょうか。みなさんの身のまわりにいる人やみなさんが名前も顔も知らない、たく

さんの人達にみなさんは支えられていることに気づくことができたでしょうか。
日常が当たり前になりすぎて、そこにある幸せに気がつかないことがあります。当たり前の日常に感謝の気持ちを

持つ大切さに気付いたら感謝の気持ちを言葉や行動にして伝えられる子になって欲しいと思います。だから、「あり
がとう」と言える子になって下さい。

卒業する皆さんは、４月からは中学生です。今年から小清水町の小学校と中学校は一つの学校になりました。小中
一貫教育のひとつの在り方として、みなさんには中学校での学習や生活も体験してもらいました。４月からは、皆さ

んが、後輩の６年生や５年生を中学校校舎で迎える番です。中学生がどのように迎えてあげたら、小学生が中学校で
過ごしやすいか、一番わかっているのは、皆さんです。中学校に来る後輩達が、今までどおりで、当たり前すぎて感

謝の気持ちを忘れるくらい自然に迎えてあげてください。それができる皆さんだと信じています。
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日 曜日 下校バス

14:45 16:00

16:10（金）

1 日 学年始休業 グラウンド使用 (のど自慢駐車場）

2 月

3 火 特別支援学級保護者面談 (指導方針確認 )

4 水

5 木 教室設営 ６年登校 11:15 ○

6 金 着任式・始業式 入学式 交通安全街頭啓発運動 (～ 12日 )7:30～ 8:15 11:45 16:10

7 土

8 日

9 月 １年生下校指導（～12日） ○ ○

10 火 ○ ○

11 水 ○ ○

12 木 ○ ○

13 金 １年生給食開始 ○ 16:10

14 土

15 日

16 月 ○ ○

17 火 全国学力学習状況調査 (６年国・算・理） ○ ○

18 水 ○ ○

19 木 ○ ○

20 金 ○ 16:10

21 土 参観日・ＰＴＡ総会 土曜授業① 10:40 ×

22 日

23 月 家庭訪問 (～ 5/8） 13:30 ○

24 火 13:30 ○

25 水 13:30 ○

26 木 13:30 ○

27 金 13:30 16:10

28 土

29 日 昭和の日

30 月 振替休日



２月28日、６年生を送る会が開かれました。

最初は、1年間いろいろな場面でお世話になっ

た６年生を１年生がエスコートして入場です。

こうしてみると、１年生もずいぶん成長してい

ることがわかります。いつも優しかった６年生は

とても照れくさそうでした。

全校遊びは、いろいろな条件にあった６年生を

探して集まるゲームでした。続いて、４年生がい

ろいろな場面で６年生に感謝を伝える出し物があ

り、その後は、各学年のプレゼントや、クイズ等

で、みんなが楽しみました。

最後は６年生の素敵な歌声と恒例のくす玉割り

で締めくくられました。

心温まる集会の陰には、５年生の企画と運営の

頑張りがありました。

６年生だけではなく、全校児童の成長が感じら

れる素晴らしい集会になりました。

最高学年としての初仕事が６年生を送る会です。立

派な先輩方を見て育ってきた５年生、これまで以上の

ものをつくるために懸命に準備をしてきました。片付

けを終えて集まった子ども達には、すでに最高学年と

しての自覚が芽生えていました。

神山 達郎 先生 転出（北見市立東小学校）
小清水小学校に赴任したのは、５年前のことです。右も左もわからない私に、子どもも大人も、みん

なが優しく声をかけてくれました。たくさんの楽しい思い出ができました。小清水で働けたことに対す
る感謝を忘れずに、新天地でもがんばります。５年間、本当にありがとうございました。

沢田 早生 先生 転出（網走市立潮見小学校）
教員になって初めて勤務した学校が、小清水小学校でした。明るく元気な子ども達と過ごした５年間は
本当に楽しく、あっという間でした。次の学校でも、小清水小学校での経験を生かし頑張ります。５年
間ありがとうございました。

阿部 昭紀 先生 転出（北見市立美山小学校）
保護者の皆様ならびに地域の皆様には、たくさんのご支援・ご協力をいただき、大変お世話になりま

した。これまで、ともに過ごしてきた子どもたちや、支えてくれた職員の方々にも感謝の気持ちで一杯
です。小清水での経験を生かし、次の学校でも頑張ります。４年間、ありがとうございました。

澤田明日香 先生 転出（紋別養護学校ひまわり学園分校）
少人数制算数科指導教室チャレンジ2の担当として1年間働いていました。短い間でしたがたいへんお

世話になりました。私は小清水町に実家があります。街で見かけたら声をかけていただけると嬉しいで
す。また、会いましょう。

事務職員 佐藤 岳詩 さん 転出（湧別町立上湧別小学校）
小清水小学校では7年間、前任校の旭野小学校から数えると10年間、保護者・地域の皆様、児童の皆

さん、小中学校の教職員・学校関係者の皆様には大変お世話になりました。この先も小清水で学んだこ
とを活かし、頑張りたいと思います。ありがとうございました。

塩川 祐子 先生 退職
3月31日をもちまして、38年間の教職人生を小清水小学校を最後に終えることになりました。5年間、

大変お世話になりました。感謝の気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。

支援員 富田 幸恵 先生 退職
２年間と少しの間でしたが、支援員としてたくさんのクラス・たくさんの子ども達と携わることがで

き、とても楽しく過ごすことができました。子ども達の笑顔、頑張る姿、大好きです。本当にありがと
うございました。

ＡＬＴ ブランドン 先生 退職
皆さん,ほんとにありがとうございました. 私は小清水でたくさんいい 思い出 作りました. とても楽しか
ったです. 私は絶対忘れません. またいつか会いましょう! さよなら!
Thank you all so much for the wonderful memories! I will remember my time in Koshimiz
u for the rest of my life. I hope you all enjoyed communicating with me. I wish you all t
he best of luck in the future. Please come visit me in America someday! Peace!

３月２０日 平成２９年度の卒業証書授与式を行いました。卒業式には
中学校の制服を着てくるのが慣例になっていますが、大抵は制服に着られ
ているような状態になります。しかし、今年の６年生は、とても似合って
いて違和感が無く、すでに中学生に見えました。それだけ体も心も成長し
たことを実感出来ました。
１年生から５年生の在校生も、1時間30分を超える長い式の間もしっか

りと話を聞き、素敵な歌声を響かせ、おわかれの言葉を伝えることができ
ました。
みんなで作り上げた卒業式、みんなの成長が見える卒業式、みんなとて

も立派でした。

１年生が感謝の気持ちを込めて６年生の顔を書きました。わたしはだれでしょう？


