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暦の上では、もうすぐ立春を迎えます。花壇の水
仙も芽を出し、春は確かに近づいていると感じる今
日このごろです。（上の写真は、環境ボランティアさ
んによるお正月仕様の学校正面花壇です。ありが
とうございました。）
コロナ禍で混乱を極めた令和２年から年が明

け、感染拡大の状況は未だに収まる気配がありま
せん。さらに、政府は13日、新型コロナウイルス特
別措置法に基づく緊急事態宣言の対象区域に栃
木県を追加しました。学校では、今まで同様に最大
限の感染拡大防止に努めています。
学校での子どもたちの活動も、またもや大きく制

限されました。しかし、どんな状況下でも子どもたち
の学びが止まることはありません。むしろ、この困難
の時だからこそ、子どもの学力を向上させるチャン
スと捉えています。

先日、ご紹介したよ
うに一人一台タブレッ
トが使えるようになりま
した。学校では、マニュ
アルを作成し、子ども
たちの学習に早速活

用しています。電子黒板や書画カメラを活用した授
業作りにも取り組んでいます。１年生も自分専用の
タブレットを使用し、インターネットで生活科の授業
を行いました。夢中になってタブレットに向かい、自
分で調べる姿は、頼もしさを感じるほどでした。

※ 裏面も、ご覧ください。

◆１月１８日（月）

～２２日（金）

本校の給食は、栄養満点で「とてもおいしい」と
評判です。その献立を考えたり、各学年の「食育
指導」の授業を行ったりと大活躍なのが、栄養教
諭の谷田貝先生です。昨年度は、長年の食育教
育に関する功績が認められ、「栃木県学校給食
功労賞」を受賞しました。
給食週間は、地産地消や「もったいない」を考

える給食メニューなど、子どもたちに食の大切さ
を考えさせる献立でした。例えば、１月２０日は、
「おからといもがら」を使ったメニューでした。ゼ
リーフライは、おからをつかった衣のないコロッケ
のようなもので、埼玉県行田市で生まれた料理。
川島呉汁は埼玉県川島町の「すりつぶした大豆
を味噌汁に入れた」料理です。その特徴は、たく
さんの野菜とともに「ずいき」を乾燥させた「いも
がら」が入るということです。あまり食べたことの
ない食材だと思うのですが、１年生の教室を覗く
と、皆、笑顔でぱくぱくと給食を食べていました。
どの学年も、残食はほとんどなかったとのことで
す。コロナ禍で会話のできない給食ではあります
が、ちょっとした旅行気分も味わえました。
また、２２日には、テレビ放送で、給食委員会の

児童が「食育クイズ」を行いました。５・６年生の
給食委員は、事前に用意したフリップを使って、
わかりやすく説明していました。
様々な活動を通して、子どもたちは給食に対す

る感謝の気持ちをもち、食についての関心が高
まったようです。ご家庭でも、「今日は
どんなメニューだった？」など学校の給
食を話題にするのはいかがですか。



学校評価 お世話になりました 調査対象：全保護者 回収率：９４.５％

「教育目標に関するアンケート」につきまして、集計結果を報告いたします。（★は課題となる設問について）

【 評価の尺度 ４：よくできた ３：おおむねできた ２：少しできなかった １：できなかった 】

Ⅰ 教育目標について 評価４ 評価３ 評価２ 評価１

(１)心の豊かな子ども 保護者 児 童 保護者 児 童 保護者 児 童 保護者 児 童

問１ 思いやりや親切な心が育っている。 46% 65% 47% 28% 6% 6% 1% 1%

問２ 「ありがとう」や「ごめんなさい」が言える。 37% 69% 48% 24% 14% 5% 1% 2%

問３ 約束やきまりを守って生活している。 32% 56% 48% 36% 18% 7% 2% 2%

問４ 学校へ行くのが楽しいと言っている。 49% 60% 40% 25% 8% 9% 2% 6%

★ 全ての問において、保護者の肯定的な回答（評価４と評価３を合わせた割合）は、昨年度に増加した数値

を維持した結果となりました。問４では保護者の肯定的な回答が２％上がったものの、評価１・２を０にし

ていくために、今後も子どもたちとの日常の会話を大切にし、教育相談のさらなる充実に努めていきます。

(２)自ら学ぶ子ども

評価４ 評価３ 評価２ 評価１

保護者 児 童 保護者 児 童 保護者 児 童 保護者 児 童

問１ 家庭学習（宿題や自主学習）に取り組んでいる。 43% 65% 39% 24% 16% 8% 2% 3%

問２ 基礎基本の学習（本読み・漢字・計算）に粘 28% 59% 47% 31% 21% 8% 3% 2%

り強く取り組んでいる。

問３ 人の話を最後まで聞くことができる。 26% 69% 51% 26% 20% 5% 3% 1%

問４ 自分の思いや考えを話して伝えることができる。 30% 45% 48% 33% 20% 14% 2% 8%

★ 問１における昨年度の肯定的な回答が児童８８％であったのに対して保護者７２％と大きな開きが見られ

ましたが、今年度は児童が８９％、保護者が８２％と開きが少なくなりました。自主学習等、家庭学習への

ご協力、大変ありがとうございます。学校では、児童が追求したくなるような学習課題の設定や児童の思考

に即した授業展開に取り組み、よりいっそう、子どもたちが進んで授業に取り組んでいけるようにします。

(３)体の丈夫な子ども 評価４ 評価３ 評価２ 評価１

保護者 児 童 保護者 児 童 保護者 児 童 保護者 児 童

問１ 進んで体を動かしている。 46% 68% 32% 22% 20% 7% 3% 3%

問２ 感染症対策やバランスのよい食事に気をつけている。 40% 52% 50% 39% 10% 7% 1% 3%

問３ 安全に注意して生活できる(歩行や遊び、ヘルメット着用等) 60% 81% 35% 15% 4% 3% 0% 1%

問４ 相手に伝わるあいさつができる。 27% 53% 50% 29% 21% 13% 2% 5%

★ 問４においてはコロナ禍のため、大きな声でのあいさつが行えない状況です。学校では会釈の指導も行っ

ています。ご家庭においては「親子で日常のあいさつを大切にしています。」「近所の人にあいさつをする

ようにしています。」「小声でもいいから伝わるあいさつに取り組んでいます。」等の記述をいただきました。

ありがとうございました。あいさつの輪を広げていけるように努力していきます。

Ⅱ 本校の教育活動への取り組みについて (保護者のみ) 評価４ 評価３ 評価２ 評価１

問１ 学校の授業は、分かりやすいと言っていますか。 27% 61% 11% 1%

問２ 学校は、児童にきめ細やかに対応するよう努めていますか。 35% 54% 9% 1%

問３ 学校はコロナ対策を推進し、安全に配慮していますか。 50% 44% 5% 0%

問４ 学校はコミュニティ・スクールとして、コロナ禍においても、 43% 49% 8% 1%

保護者や地域とのできる限りの連携に努めていますか。

今年度は、評価４と評価３を合わせた「肯定的な回答」の割合が昨年増加した数値を維持した結果となり
ました。今後さらに増加できるよう改善に取り組んで参ります。改善策等の記述においては、上記の他にも
貴重なお声を届けていただきました。アンケートの集計結果と皆様からのご意見について、校内でも検討を
行っています。今後とも学校教育へのご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。




