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教師２０

教師２０
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⑲学習の準備，授業中の規律などが習慣化されているか。

五味

小田切

③活用と連携型授業の実施

キャリア教育，理数教育，活用と連携，伝統文化などを意識し，体験学習を重
視した授業を行っているか。

⑧自己肯定感を高めるための場を設定しているか。

⑪食育を行っているか。

⑯マモルメールの活用

⑥あいさつ運動の推進

⑬社会体育との連携

⑦学校生活のきまりを守る指導の徹底

⑮学校における危機管理と安全教育活動
の推進（防災教育と施設設備の点検，不審
者対策と関係機関との連携）

　平成２８年度　山城小学校　学校経営の概要（学校教育目標，重点目標，基本方針，指導重点）と評価

○知・徳・体の調和のとれた教育課程の編成と学習指導要領に基づいた教育課程の実施に努める。

　　　学校教育目標

○心を開いて助け合い，力を結集できる職場づくりに努める。

④日本の伝統文化を取り入れた学習

○家庭や地域の理解と協力による教育活動を推進するとともに，連携を大切にし，保護者・地域から信頼される学校づくりに努める。

○教育環境の整備・充実に努める。

②本物体験を取り入れた授業
１体験学習の重視

評価指標

①キャリア教育の推進，理数教育の推進

アンケート項目

㉑言語活動の充実

⑩意欲的に児童会活動に参加しているか。

⑰報告，連絡，相談の徹底

⑤「私たちの道徳」や資料の効果的活用

　　　重点目標

○特別支援教育校内委員会を充実させ，全校的な協力体制づくりを進め，効果的な指導に努める。

○実践力の育成の場として，学校行事・児童会活動の充実に努める。

豊かな人間性と社会性の育成

やさしく　かしこく　たくましく

○基礎的・基本的な内容の確実な定着を目指し，児童の学習意欲を高めるよう指導方法を工夫するとともに，楽しく分かる授業づくりに努める。

○「思い遣る心」を育む生徒指導の推進に努める。

○児童理解を大切にし，一人一人の良さを認め伸ばす教育を行うとともに，基本的生活習慣の反復・継続・徹底に努める。

６ 学校美化と安全教
育の推進

⑭子どもと一緒に行う清掃活動の推進

３ 生徒指導の徹底
⑧「自己肯定感」を高める場づくり

⑨いじめの未然防止，早期発見と対応

⑩たてわり班活動の計画的実施

⑪栄養職員と連携した食育の推進

５ 健康増進・保健教育
の推進

⑫健康三原則（食事，睡眠，運動）の指導

子どもの学びを大切にする

１ 基礎基本の確実な
定着

⑱学力向上に向けた一人一実践

⑲学習規律の確立，家庭学習の推進

⑳個に応じた補充，取り出し指導

２ 本校の特色を発揮

㉒言語表現力を高める場づくり

⑨友だちを大切にできているか。困ったことがあった時に相談する相手がいるか。

学校経営重点 重点達成のための方策

⑥学校内，地域で進んで元気なあいさつをする児童が増えたか。

⑦時間，持ち物など学校生活のきまりを守る児童が増えたか。

⑭師弟同行による清掃活動が実施できたか。

⑫健康を考えた食事，睡眠，運動ができているか。

⑬（該当教師で評価し，来年度に生かす。）　

⑯マモルメールの活用を通して，安全教育の推進を図ったり，学校の教育活動
を知ってもらうための努力をしているか。

⑰報告，連絡，相談を意識し，徹底しているか。

⑱学力向上に向けた一人一実践を行っているか。

⑳個に応じた指導を行っているか。

①　心豊かで，思いやりのある子ども

②　進んで学び，正しく判断できる子ども

③　心身ともに健康で，実行力のある子ども

㉑～㉓，㉕，㉙～㉛，㊳
言語活動の充実，教師の個性を生かす，水泳指導の充実，ICTの活用など，本
校の特色を発揮した授業の取組を行っているか。

⑮防犯，安全に対する意識は高まっているか。
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教師２３
福田
岡里

共通４
井筒
村松

㉕ 教師２３

共通１６

該当教師２３
猪俣
五味

共通１４
井筒
村松

㉙ 教師２３ 小野

㉚ 該当教師２３ 遠藤た

㉛ 教師２３ 中込

㉜～㉟ 教師１８，保護者１８，地域 白井

教師１８，保護者１８，地域 穴水

教師１８，地域 新津

教師１８，地域 穴水

該当教師

該当教師

５ ICT機器の活用 ㊳ 教師２３ 中込

管理職，主幹，保護者，地域

管理職，主幹，保護者，地域

管理職，主幹，保護者，地域

管理職，主幹，保護者，地域

管理職，主幹，保護者，地域

教師１７，保護者１７，地域 教頭

該当教師１７，保護者１７，地域 教頭

教師１９，保護者１９，地域 教頭

教師１８，保護者１８，地域 学年主任

教師１９，保護者１９，地域

教師１９，保護者１９，地域

教師１９，保護者１９，地域

教師１９，保護者１９，地域

教師１９，保護者１９，地域

管理職，主幹，保護者，地域
校長，教
頭，主幹

２ 地域活動への積極
的参加

教師１８，保護者１８，地域

３　スクールガード隊
等地域の見守り

地域，保護者

㉕教師の個性や特性を生かした授業

㊽社会福祉協議会，青少年育成協議会等
地区の活動への積極的参加

㉔読書活動の推進と言語環境の整備

㉘読書に自主的に取り組んでいると言う児童が増えたか。

㉖「わかりやすく，楽しい授業」を実践するための工夫を行っているか。

❼青パトによる交通安全指導，不審者対策
の推進

学校と保護者・地域との連携

子どもの学びを大切にする

４ 外国語活動の充実

㉖学習形態の工夫，個に応じた指導等

㉗教科担任制活用（高学年）

２ 本校の特色を発揮

㉝ボランティア活動の推進３ 総合的な学習の時
間の充実

㉜地域の特色と人材を生かした取組

㉓国語力の向上への取組

㉘朝の時間の読書の活用

㉙水泳指導の充実

㉞環境教育の推進（外部団体との連携）

㉟福祉教育（「春光園」「あかし」への訪問）

㉚特別支援学級担任と支援員との連携

㉛ICTを活用した学習の推進

㊻行事の充実（子どもの成長の節目）

㊼保幼小連携の推進

❻城南地区小中連携教育の推進

１開かれた学校づくり

❷PDCAサイクルによる学校評価の実施

❸自己評価，児童アンケート，保護者アン
ケート（各年１回）

❹学校評議員会の開催（年２回）

❺学校関係者会（年１回）

㊺運動会の土曜日開催（小瀬スポーツ公園）

㊶PTA活動の推進（本会の活動，各専門部
の活動，各学年ごとの親子ふれあい活動）

㊹保護者等の教育活動への参加の推進

㊷地域人材と地域教材の活用

㊸授業の公開

㊱FETとの連携と授業の工夫

㊲「Hi，ｆｒｉｅｎｄｓ！」の活用

㊴家庭や地域，関係機関へ向けた情報の
積極的な発信（学校だより，学年学級だよ
り，保健だより，図書だより，給食だより）

㊵ホームページによる情報発信

❶学校の説明責任と学校評価の実施と公開

㊳電子黒板，デジタルTVの活用

地域や保護者と積極的に交流・連携し，地域人材・地域の施設・地域教材を活
用した取組を行っているか。

❼（SG集会での反省を生かし，来年度に生かす。）

㉔「言葉づかい」など言語環境を意識した活動ができているか。

㉗（該当学年で評価し，来年度に生かす。）

❻（該当教師で評価し，来年度に生かす。）　

㊽

㊷地域や保護者と積極的に交流・連携し，地域人材・地域の施設・地域教材を
活用した取組を行っているか。

㊸～㊽

㊴学校・学年・学級だよりなどのたより，地域の回覧などを通して，学校の教育
活動を知ってもらうための努力をしているか。

保護者や地域の方が，ＰＴＡ活動・学校行事に積極的に参加するような取組を
行っているか。

㊱㊲（該当教師で評価し，来年度に生かす。）　

❶（該当教師で評価し，来年度に生かす。）　

❷（該当教師で評価し，来年度に生かす。）　

❸（該当教師で評価し，来年度に生かす。）　

❹（該当教師で評価し，来年度に生かす。）　

❺（該当教師で評価し，来年度に生かす。）　

㊵ホームページを通して，学校の教育活動を知ってもらうための努力をしてい
るか。
㊶保護者や地域の方が，ＰＴＡ活動・学校行事に積極的に参加するような取組
を行っているか。
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　　　・自己肯定感を高めるには，家庭・学校・地域など周囲との大人との関わりが大切で，あらゆる場面で認め，励まし，褒める所は褒めるといった関わり，言語環境が望まれる。これらの効果や影響を学校からも発信・啓発することも大切だと思う。
　　　（継続・改善）

　　　・質問８，１０（いじめの未然防止・早期発見・対応）について－－数値からは特に問題はないと思われるが，いじめに関してはまず未然防止，そして現実を見据えた日々の実践，指導が大切だと思われる。

　　　・組織的には，いじめアンケートの実施・追跡調査・聞き取り・対策会議・学年チームとしての対応など，早期対応の校内システムを構築し，常に機能する状態を保つことが重要である。各担任は未然防止あるいは教育的予防を意識し，いじめの
　　　・起こりにくい土壌をつくらない学級経営の工夫，保護者からの信頼を構築する関係づくりなどに十分配慮していくことが重要であると考える。

　　　・質問項目から分析することはむずかしいが，「私たちの道徳」はじめさまざまな資料を用い，またいろいろな場面で道徳教育を推進していると考える。道徳が教科化されるのに先立ち，今まで以上に道徳の授業の内容を道徳主任を中心に検討
　　　し，学校の教育活動全体を通して，「美しいものに感動し，思いやりの心をはぐくむ教育の推進」をすすめることが大切だと思われる。

　　　・質問１（あいさつ運動）について－－保護者はBが最も高く５９％，ＡＢ合わせると９２％，教員はAが最も高く８４％，AB合わせると１００％である。保護者の方が若干低いのは地域など広い範囲で児童の様子をみての回答であるからと思われる。

　　〇成果と課題・改善方策案
　　　・家庭，地域に呼びかけ，通学路で「あいさつ運動」を行っている。このような取組を継続的に粘り強く働きかけていくことが今後の活性化につながると考える。（成果・継続）

　　　・質問２，３（学校生活のきまり）について－－職員はABの合計が１００％，保護者が８０％でCは１６％，２０％である。

　　　・連絡帳の指導の徹底，保護者の協力により，低学年から持ち物準備など系統的・組織的に行うことが大切。保護者に予定表，学年通信，HP等を通じて啓発する，個別対応も必要である。（継続・改善）

　　　・質問５（自己肯定感）について－－教員はCDはないが，保護者はC－８人，D－１人と回答。児童はCDの回答率が高学年ほど増加傾向にあるが，質問について考えることが低学年では少ないことを表している数値かもしれない。

　　　・児童も教員も健康を考えて，運動したり，好き嫌いしないよう給食を食べている実態がある。（成果）
　　　・今後も休み時間は積極的に外に出て遊び，食に関心を持たせながら，食について学習する取組を継続していきたい。食事や睡眠については，保健室からも体重測定前に保健指導する情報発信を継続していきたい。（継続）

　　〇アンケート結果より
　　　・質問12について－－ＡとＢを合わせると，児童－８４％，保護者－７６％，教員－９７％という評価になっている。多くの児童が体を動かしていると答え，保護者は子どもとの意識の違いか，やや低くなっている。教員の評価はとても高く，児童に
　　　声かけをし，一緒に外で遊ぶようにしている教員もいる。
　　　・質問13について－－ＡとＢを合わせると，児童－８８％，保護者－７６％，教員－９５％という評価になっている。多くの児童が好き嫌いなく給食を食べていると答え，保護者は子どもとの意識の違いか，やや低くなっているが，親の願いが強く
　　　表れている。教員の評価はとても高く，朝学時の食育ワークシートの活用，給食時間の声かけなど，食に関する指導を体系的にまた，実態に合わせて行っていることがわかる。
　　〇成果と課題・改善方策案

  ５ 健康増進・保健教育の推進

  ６ 学校美化と安全教育の推進

子どもの学びを大切にする
  １ 基礎基本の確実な定着
　　〇アンケート結果より
　　　・質問22について－－校内研で一人一実践に取り組んでいることもあり，Ａ・Ｂのみの高い評価になっている。（成果）子どもに還元するためにも，継続して取り組んでいく必要がある。今後も個に応じた指導で，子どもの見取りを丁寧に行い，
　　　補充を必要としている児童の支援を行いたい。
　　　・質問７，９について－－児童の９２％がＡＢだが学年間でばらつきがある。学校全体の決め事として，授業の準備が習慣づくように継続した指導が必要と思われる。（山城スタンダードの活用）家庭学習について，教員がABだけの評価であるの

豊かな人間性と社会性の育成
  １体験学習の重視

  ２ 美しいものに感動し，思いやりの心をはぐくむ教育の推進

  ３ 生徒指導の徹底

  ４ 児童会活動の充実

　　〇アンケート結果より
　　　・ＡとＢを合わせた肯定的な回答が８４％で概ね良好な結果である。ただし，Ａ－２３％に対し，Ｂー６１％と肯定的だが，十分満足ではなく取組に改善を要すると考えている職員が多い。
　　　・Ｃ－１６％だが，B・Cとも①～④のどの項目に対しての評価が定かではない。
　　　・いずれにしても，学校行事，児童会行事，授業時数の確保の中での取組の精選，質の向上を図る余地があるという結果である。
　　〇成果と課題・改善方策案

　　　・授業など各教員はセッティングされたものを消化するだけでなく，各主任が主体者となりつつも各自が目的や狙いを明確にして臨むことで，仕組み方や関わり方が変わり，授業など質の向上が図られる。（改善）

　　　・②と③については，各学年で多彩な活動を取り入れ，多くの体験を児童にさせることができた。（成果）
　　　・クラブ活動に茶道を取り入れ，一部の児童だが日本の伝統文化を体験する場ができた。（成果）
　　　・他学年との関わりが乏しく，どの学年がいつどのような活動を行っているのか把握していない。（課題）
　　　・学年の児童数が多いために，体験場所の確保が難しいが，その為に他の学校では体験しない施設を利用する場合もある。（課題）　今後も学年を分けるなどの工夫をして実施する。（継続）
　　　・行事などを「恒例」という理由で実施するのではなく，カット・導入など精選をする必要がある。日常の学習活動を圧迫しないように留意したい。（改善）

　　　・児童会だより等を利用して，保護者の児童会活動への理解を図る。（改善）
　　　・アンケート結果から教員の意識がクラス，児童の意識にもつながるので，そこを改善する必要がある。（課題，改善）

　　　・キャリア教育については，高学年の職業理解の学習を継続するとともに，低学年から特別活動，生活科，将来の夢に関連させた活動などを，キャリア教育の視点で取り組ませる。（改善）

　　〇アンケート結果より
　　　・ＡとＢを合わせると，児童－９２％，保護者－８３％，教員－１００％と比較的高い評価になっている。保護者の８３％というのは，児童会活動についての理解が低いことも原因の一つと考えられる。

　　〇成果と課題・改善方策案
　　　・全体的に児童会活動に対する評価は高い。（成果）

　　　・教員のＡ－４７％と少し意識が低く感じる。（提出資料の期限，話し合い）　話し合いをしていないクラスが，「児童会活動への参加」の数値が低い傾向にある。（そのクラスは教員もBの傾向）

　　〇アンケート結果より

　　　に対し，保護者はCDの評価があるのが特徴である。

　　〇成果と課題・改善方策案
　　　・保護者からの要望（自由記述）もあるので，市の「家庭学習の手引き」県の「学びの甲斐善八か条」などを活用しながら，家庭学習の仕方をよりわかりやすく示す必要がある。（改善）

　　　・質問16について－－児童，保護者ともABで９３％の評価で，教員も高い評価になっている。山梨県の学力を危惧し，学力向上への学校の対策を期待する保護者もいる。

　　　・校内の学力向上の取組をより周知し，日々授業改善をしていく必要がある。また，児童でCDをつけた子どもに意欲を持たせる工夫をする必要がある。（改善）
　　　・朝学習，読み聞かせ等の有用性についても，保護者からの意見があるので，現在の取組を大切にしていきたい。（成果・継続）

　　〇アンケート結果より
　　　・質問６について－－ＡとＢを合わせると，児童－９７％，保護者－１００％，教員－１００％という高い評価になっている。３％であっても事故などあってはいけないので，引き続き指導し，１００％になるようにしていきたい。
　　　・質問15について－－ＡとＢを合わせると，児童－９５％，保護者－７５％，教員－１００％という評価になっている。保護者の質問は家庭での掃除などのお手伝いに関するものである。CDをつけた５％の児童がABになるように，引き続き師弟
　　　同行の精神で取り組んでいきたいと思う。
　　〇成果と課題・改善方策案
　　　・日常の報連相については，高い評価になっているが，朝の打合せに課題がある。打合せの内容が伝わらなかったりすることもあるので，打合せの回数・出席人数・打合せ内容の学年への伝達方法など，今年度中に検討を要する。



　　　積極的参加』なので，子どもたちが地域の行事に積極的に参加しているかどうかは，実態を把握していく必要があると思う。（改善・課題）

　　　・質問項目にはないが，スクールガード隊は，児童・学校・地域のために，熱心に活動をしていただいて頭が下がる思いである。スクールガードの集会で出た課題などを，今後とも協力して少しでも解決していきたいと思う。

　　〇アンケート結果より
　　　・質問項目１８について－－保護者がA・Bをつけた合計は９４％と高い評価になっている。また，教員の方はA・B合わせて－８６％と高いが，１４％はCをつけている。
　　〇成果と課題・改善方策案
　　　・教員のCをつけたのが，学年によってかもしれないので，授業，行事その他どの面で地域活動への参加に課題があるのか，分析する必要がある。保護者の方の声として，地域の方との交流について，好評であるので引き続き取り組む価値は
　　　あると思う。（成果・継続）
　　　・ただ取り組めばよいというものではないので，内容・回数など精選していく必要がある。また，学年で年間予定の中である程度，割り振っておくことも大切である。地域の方が学校に来ていただくことについては，評価が高いが，『地域活動への

　　　（成果）ただし，この中には地域からの急な依頼によるもの，教育課程における位置づけが曖昧なものも含まれることが，教員の評価の伸び悩みの一因と思われる。学校教育の中の位置づけを明確にし，その上で行うかどうか考えて精選し，
　　　各活動を深め，充実させていく必要がある。（課題・改善）

　　　・質問項目１８について－－A・Bをつけた合計が保護者９４（A５０・B４４）％，教員８６（A33・B５３）％と高い評価になっている。教員の方が若干低いが，地域人材などの活用について十分満足な結果と判断できる。

　　　・地域人材（ミシンボランティア）－－保護者・地域の方による使い方の指導，安全への気配り・配慮などとても有効であった。（成果）教科として児童に身につけさせたい力などについて，打合せができるとより有用性が高まる。
　　　・地域人材（茶道クラブ）－－保護者（師範者）によるサポート，模範，指導で実りある活動になった。（成果）
　　　・地域施設（小瀬補助競技場）－－運動会，陸上記録会の練習に２回使用した。陸上競技に適した場所で行えることは，児童の意欲・練習の質を高めるのに有効であった。
　　　・地域施設（アイスアリーナ）－－行事の精選を考えると，３・５年の隔年実施が良い。（課題・改善）予算は学年の行事として，行った方が良いと思う。
　　　・低学年での農作物の収穫，お年寄りを招いての会，地域探検，高学年での環境教室，老人福祉施設訪問，外部講師の授業，保護者の家庭科授業支援，スケート教室，全体での読み聞かせ等，数多くの地域人材・地域素材を活用できた。

　　　・質問項目１９について－－教員の方は，A・B合わせて８４％なので，引き続きこの意識で取り組んでいきたい。（継続）学校行事・PTA行事の内容も含め，行事を行う目的なども再考する中で，各分掌の長を中心に行事の精選（内容・方法・回数
　　　など）を検討し，来年度の年間行事に生かすように，今年度中に考える必要がある。また，職員の声の中に「専門部会での参加を先生方にもお願いしたい」というものがあった。PTA活動に限らず，専門部の長または分掌の長に任せきりにならな
　　　いように，年度当初に出される「校務分掌一覧」をもう一度意識して見直し，また長の先生も一人でかかえこまずに，担当・組織を活用し，参加を呼び掛けたり，声をかけていく必要があると思われる。（課題）

　　〇成果と課題・改善方策案
　　　・計画は事前に配布しお願いしているが，FET任せになり，授業の打合せなど有効なTTが実施できていない現状がある。個別の打合せが厳しい実態があるが，教科化・３年生からの外国語活動が決定している今，指導者の意識改革が必要で
　　　ある。（課題）FETの１日勤務の月，火に打合せをしっかり行い，外国語活動（国際理解）の分掌の中に１～４年の教員も入り，打合せをして授業を行っていったらどうかと思う。（改善）

　　〇成果と課題・改善方策案
　　　・学校・学年・学級だよりなどのたより，マモルメール，HP，地域の回覧と一緒に質問しているので，それぞれについて質問をした場合は課題が浮き彫りにされた可能性もある。例えば，たくさん発行すればよいということではないが，たより・HP
　　　など学年によって差があるといった課題も考えられる。（課題）学年だよりは主任の責任で発行しているが，HPについては，学年で担当を決め，負担にならない程度にたよりをそのままアップしたり，学年の行事をアップするなど工夫をしていったら
　　　どうかと思う。その他のHP，マモルメール，地域の回覧はアンテナを高くして，教頭を中心に充実させていきたい。（改善）

　　　・質問項目１９について－－保護者がA・Bをつけた合計は９６％と高い評価になっているが，Cの４％をどうとらえるかにもよるが，PTAの役員の方は積極的でも，一般の保護者の方はPTA活動・学校行事への積極的な参加は，数値が下がること
　　　が予想される。職員の自由記述の中に「参加を負担に感じている保護者も多い。」というものがあるので，この保護者というのがPTA役員かどうかも含めて，取組を検討していく必要がある。

　　　・教科担任制活用（高学年）について－－５年では，家庭科もしくは音楽・書写を，６年では社会もしくは理科を教科担任制としていた。十分な教材研究ができるため，児童の興味関心が高まり，技能の向上や知識理解の定着が図れたと思う。
　　　教科担任制は教師の専門性により，教師・児童ともにメリットがあるので，今後も交換授業，教科担任制を学習内容が難しくなる高学年内で積極的に導入することが有効であると思う。（改善）そのためには，教諭の数，特別教室の数の適正化
　　　が必要である。また，本校教諭の得意教科を明確にし，特性が生かせるようにすることも大切である。（課題・改善）

　　〇アンケート結果より
　　　・質問項目１７について－－保護者がA・Bをつけた合計は９８％ととても高い評価になっているので，引き続き情報発信にこころがけていきたい。また，教員の方はA－４９％，B－４３％，C-８％と全体的にはよいが，個々には発信が足りていない
　　　と感じている先生もいるので，負担にならないように，定期的に発信を意識していきたい。

　　　・人数に対してプールがせまいので，活動時間の確保も含め，指導の充実が難しい。（課題）必要な施設や備品を検討するなど，少しでも指導の充実を図りたい。また，引き続き市の方にも施設の充実を要望していきたい。（改善）
　　　・ICT機器の活用については教師間で大きな差があると思われる。タブレットの効果的な活用法を伝えたり，教室のパソコンのネット環境を改善したりすることが必要である。（課題・改善）

　　　いえる。インターネット環境が悪く，閲覧できなかったりフリーズする教室がある。
　　〇成果と課題・改善方策案

  ２ 地域活動への積極的参加

  ３　スクールガード隊等地域の見守り

  ４ 外国語活動の充実

  ５ ICT機器の活用

学校と保護者・地域との連携

  ２ 本校の特色を発揮

  １　開かれた学校づくり

　　〇成果と課題・改善方策案
　　　・言語活動の充実について，還流報告で先生方に呼びかけ，工夫した単元展開を行うことで，基礎学力を身に付けることができたと思われる。（成果）
　　　・学力テストの結果，漢字やアルファベットの習得が若干低い数値なので，今後も反復練習，習ったことを使う機会の設定などの取組を行う必要がある。（改善）

  ３ 総合的な学習の時間の充実

　　　・国語力はあらゆる学習の基礎となるので，児童が必然性を感じる学習計画立案など工夫をしたい。朝の会のスピーチ，日記などの継続的な活動や国語辞典を身近におくなどの工夫をすることで，語彙力をつけさせたい。（改善）

　　〇アンケート結果より
　　　・保護者の意見（自由記述）の中に，「書く活動を取り入れてほしい」「本読みや読みきかせもすばらしい」「自分から発信することに積極的になれている」とあった。
　　　・質問23について－－A－４２％，B－４７％，C-１１％と全体的に高い評価である。しかし，「水泳指導の充実は施設的に無理があるため，本校の特色ととらえにくい。」という記述があるので，取組を検討していく必要がある。

　　　・個人情報の関係で家庭との連絡をマモルメールに限定したが，必要に応じて学年の役員など保護者同士で電話連絡を取り合うことも大切だと感じる。（課題）
　　　・PTA活動に対する誤解があるようなので，学年ごと専門部ごとの特にPTAの役員さんの活動内容を一般の保護者の方にも周知して，役員の負担感を軽減する工夫を行う必要がある。（課題・改善）
　　　・４月のPTAに関する行事（授業参観・総会・家庭訪問）が多く日程も近いので，学力学習状況調査・１年生を迎える会・検診との絡みも考えながら，忙しすぎる４月の行事を中心に検討していく必要がある。（課題・改善）

　　　・ヘルプデスクとの連携を図り，ネット環境の改善に努めたい。また，NHK　For　Schoolの活用を紹介できる機会を持ちたい。

　　〇アンケート結果より
　　　・質問18について－－保護者，教員とも８０％以上がAまたはBであることから，生活科・総合的な学習の時間を中心に，地域の人材・施設・教材を活用できていると思われる。
　　〇成果と課題・改善方策案
　　　・保護者，教員とも約１０％がCであるので，地域との交流の様子を便りなどで保護者に知らせたり，教員には地域人材の活用の紹介・呼びかけを積極的にしていきたい。（課題・改善）

　　〇アンケート結果より
　　　・質問23について－－AB合わせて８９％と高い評価だが，まとめての評価であるのでICT機器の活用が高いとは一概に言えない。教師間で差があると思われるが，教室のデジタルTVの活用は，学校放送を見ているので，１００％活用していると
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