
                                        
 

 

 

 

 

 

公式 HP http://fussa-2e.hs.plala.or.jp/    
                              

 

 

令和元年度 福生市立福生第二小学校 学校だより 三月号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時休校期間中の各ご家庭での対応、そして、 

教育活動へのご理解・ご協力有難うございました。 
 3月 2日(月)1校時後からの臨時休校の措置に対し、各ご家庭では、様々な対応されたと思います。長

期にわたった措置に対し、先日、萩生田文部科学大臣は、「一斉休校について延期はしない方針」との考

えを表明し、実質休校期間が、終わります。現在のところ、日本における新型コロナウイルス対策は、国

民一人一人の協力的な対応により、爆発的な感染を起こさずに来ています。状況に大きな変化がなけれ

ば、新年度は、予定通り通常の体制で、教育活動を進めていけると思います。また、状況が変わり、変更

点などありましたら、一斉メール及びホームページでお知らせをしていきます。 

 本年度も、本校の教育活動にご理解・ご協力いただきまして、本当に有難うございました。 
 
4月当初の予定について  

 新 2年生～新 5年生 新 6年生 

 

 

 

4 月 3 日(金) 

※新 6年のみ 

 

 

 

 

春季休業 

 

入学式前日準備  

８：５０登校（体育館集合） １１：３０頃下校予定 

持ち物：手さげ袋・上履き・筆記用具・ぞうきん・ぬれ

たぞうきんを入れるビニール袋・ハンカチ・ティッシュ 

※最上級生として新年度の教室の整備や入学式の準備を

行います。他学年より１日早い登校になりますのでご注

意ください。 

 

 

4 月 6 日(月) 

始業式 

 8：30～ 

通常登校 集合は校庭。雨天の場合

は、体育館の予定。  

下校予定 ９：２０頃 

持ち物：手提げ袋・上履き 

・ハンカチ・ティッシュ 

※くまがわ学級におきましては、 

くまがわ学級通信を確認ください。 

通常登校 集合は校庭。雨天の場合は、体育館の予定。 

下校予定 １１：３０頃 

持ち物：上履き・筆記用具・ハンカチ・ティッシュ 

手さげ袋又はランドセル 

※新６年生は、入学式に参列した後、下校になります。 

4月7日(火) ○通常授業始 

4月9日(木) ○給食始 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

令和元年度 保護者の皆様による学校評価集計結果について 
 本年度も保護者の皆様には学校評価にご協力いただき、ありがとうございました。おかげさまで８割を超える方からご

提出をいただきました。昨年度よりも提出率がやや下がりましたので、次年度は、さらなるご協力をお願いいたします。  

皆様方からいただきましたご意見を以下にまとめましたのでここでご報告いたします。 

《１》学校評価アンケート（保護者・児童）からの考察 

肯定的な評価や課題・問題提起に繋がる評価など貴重な回答をいただきました。 

保護者アンケートでは、学習面については、全ての項目において、7 割以上の肯定的な評価でした。本年度重点に置いた読書

については、保護者、児童ともに５ポイント上昇しました。引き続き、読書活動を活性化させる手立てを講じていきたいと考え

ます。また、家庭学習の習慣については、保護者が 7割弱、児童が、9割弱取り組んでいると意識の差が出ていました。宿題・持

ち物の忘れ物無しについては、保護者のポイントが 13ポイント下がっており、改善に繋げ、継続して安定させたい項目です。い

じめの取組では、保護者が 6 割強、児童は 8 割弱の肯定となっており、いじめのとらえ方がやや違うことがうかがえます。引き

続き、未然防止、迅速かつ丁寧な対応を進めていきます。 

最後に児童と保護者のギャップが大きい項目として、挨拶や言葉遣いが気になります。児童は 70ポイント以上の肯定に対し、

保護者は 35ポイント前後と極端に違います。また、交通ルールを守っているかについては、意識の違いがはっきりと数字に表れ

ています。客観的に子供たちが自分たちの様子を振り返ることができる手立てを講じることが大切になります。 

コミュニティ・スクールの認知度は、昨年度より下がっていますが、活動内容は、2 年目としてより活性化していると感じて

います。活動内容の周知など、さらなる情報発信を続けていきます。本日 CS の活動内容を紹介するリーフレットを配付しまし

た。是非ご覧ください。 

 

 
令和２年３月２４日 

 No.405 
発行責任者  

校長 湊  仁 

所在地 福生市熊川 623 

 



 

《2》学校評価アンケートの各項目における A・B 評価率と前年度比（A:そう思う  B:大体そう思う） 

【保護者】  

No. 項  目 
R１
A・B 

前年度
比率 

1 学校は、教育目標実現のために創意工夫した取組を行っている。 75% -8％ 

2 児童は、自分の夢に向かって頑張っている。 65% -1％ 

3 お子さんは、学校で楽しく安心して生活している。 89% 同じ 

4 本校は、子供が分かるように工夫して授業をすすめている。 81% -2 

5 本校は、子供が分かるまで熱心に勉強を教えている。 72% -1％ 

6 児童は、学習内容を理解している。 79% -5％ 

7 児童は、本をよく読んでいる。 53% +5％ 

8 児童は、家庭学習が定着している。 68% -3％ 

9 学校は、人権を尊重し、いじめのない学校づくりに取り組んでいる。 65% -7％ 

10 学校は安全対策・防災対策をしっかり行っている。 81% -1％ 

11 先生は、児童理解を努め、良さを認め、問題行動に対しては迅速に対応している。 70% -7％ 

12 児童は、すすんであいさつができる。 36% -9％ 

13 児童は、相手の気持ちを考えた言葉を使っている。 34% -6％ 

14 学校は、体力の維持増進のために取組を行っている。 65% -11％ 

15 お子さんは、体を動かして遊ぶなど適度な運動をしている。 75% -3％ 

16 お子さんは、「早寝・早起き・あさごはん」がしっかりできている。 82% +4 

17 お子さんは、宿題・持ち物の忘れ物は無い。 68% -13％ 

18 家庭では、子供の話をよく聞くようにしている。 91% +18 

19 学校は、地域・保護者と協力して学校運営を進めている。 79% +5％ 

20 児童は、交通ルールを守って登下校している。 68% -3％ 

21 児童は、地域の行事にすすんで参加している。 63% -8％ 

22 
昨年度から始まったコミュニティ・スクールや二小くまっ子応援団の取組が本校の教育活動

の充実につながっている。 
43% -6％ 

 
 
【児 童】 

No. 項  目 
R1 
A・B 

前年度
比率 

1 じぶんのゆめやもくひょうにむかってがんばっている。 77% -2％ 

2 学校で、たのしくあんしんしてせいかつしている。 83% -1％ 

3 じゅぎょうちゅうは、きちんとしたたいどで、すすんでべんきょうをしている。 79% +1％ 

4 先生たちのじゅぎょうは、わかりやすい。 89% +3％ 

5 先生たちは、わかるまで、できるまでべんきょうをおしえてくれる。 82% +1％ 

6 学校のべんきょうがわかる。 84% -4％ 

7 よくほんをよんでいる。 69% +5％ 

8 いえで、しゅくだいやべんきょうをしている。 89% -1％ 

9 学校で、いじめがなく、ともだちとなかよくすごしている。 79% +1％ 

10 
学校であぶないことから、じぶんをまもるほうほう（ひなんくんれんや、ふしんしゃたい

おうなど）をまなぶことができている。 
94% +2％ 

11 すすんであいさつをしている。 78% 同じ 

12 あいてのきもちをかんがえたことばをつかっている。 76% +2％ 

13 学校で、たいりょくをつけたり、からだをきたえたりすることができている。 80% +3％ 

14 ひごろから、からだをうごかしてあそぶなど、てきどなうんどうをしている。 80% -4％ 

15 「はやね、はやおき、あさごはん」がしっかりできている。 71% +1％ 

16 しゅくだい・もちもののわすれものがなく、せいかつができている。 76% +1％ 

17 がっこうのことや、じぶんのことなどを、おうちのひととよくはなすようにしている。 79% +5％ 

18 こうつうルールをまもって、とうげこうしている。 94% +1％ 

19 ちいきのぎょうじに、すすんでさんかしている。 67% -4％ 

 

 



 

《3》令和元年度学校評価 保護者の皆様からいただいたご意見（要約）と学校としての見解 
項目 いただいたご意見 

（○肯定的ご意見、●改善のご意見） 

★は CS委員の意見等 

 

学校としての見解 

 

 

 

情 報

発信 

・ 通

信等 

 

〇学級通信等で、子供たちの様子を伝えてもらい活動

の様子が伝わってくる。 

●学校全体の方向性が見えない。 

 

●学校側から SNSによる情報発信が今年度は少ない。・

Twitterの再開を希望します。 

 

●宿泊学習時の様子を Twitter等で知らせてほしい。 

⇒本年度は、ホームページを大きくリニューアルしました。発信す

る項目も増やし、二小の教育活動全体を網羅できるよう心掛けま

した。是非ホームページをご覧いただき、改善へのアドバイスをい

ただければと考えています。 

⇒個人情報保護の観点からも Twitter での情報発信は行わず、学

校便り・学年便り、ホームページや一斉メール等で丁寧にお伝えし

ていこうと考えています。 

⇒宿泊学習では、引率教員は、現場の突発的な問題対応や事故防止

の観点で判断行動をし、円滑な運営が出来るよう、子供たちの安全

を優先しています。活動内容の紹介は、後日ホームページ等でお知

らせします。 

 

学 校

公開 

●発表や特別授業ではなく、普段通りの授業、色々な教

科を公開してほしい。 

●学校公開の時間を増やしてほしい。 

⇒学習の成果を保護者に観てもらいたいという観点もあります。

一方で日常の普段の様子も参観していただきたいと思っておりま

す。年間を通じ、公開数も含め、バランス良く公開していくよう心

掛けていきます。 

 

 

生 活

指導 

●下級生に対しての行動、言動が上級生は悪い。 

●下校時、通学路から外れる児童や通学路にある自販

機などを殴ったり、蹴ったりしている児童がいる。・あ

る学年の自転車の乗り方がひどい。道路で競争してい

て事故が心配。 

⇒言葉遣いはとても大切なジャンルだと思います。来年度の重点

の一つに「相手を思いやる」「気持ちの良い挨拶・言葉遣い」を取

り入れていきたいと考えています。 

⇒来年度、生活指導部を中心に登下校の指導を強化していきます。 

また、公共物、物を大切にすることや、命を大切にする心を育てて

いきたいと強く感じています。 

 

 

い じ

め等 

●いじめの話を子供や保護者からよく耳にする。いじ

めだけはなくしてほしい。 

●子供たちのアンケートなど活用し、改善を図ってほ

しい。 

⇒いじめは絶対にあってはならないという方針で取り組んでいま

す。学期ごとに子供たちからアンケートをとったり、問題行動が発

覚すれば早期に対応したりしています。何よりも未然防止の観点

から、心の教育を大切にしています。アンケート調査では、悩んで

いる、いじめを受けているという児童に対し、担任、生活指導部、

場合によっては管理職が入り、丁寧に対応することを心掛けてい

ます。今後もその姿勢で臨みます。 

 

 

 

問 題

対応 

●学年で何回か問題が起こったが、保護者に対して説

明がなかった。 

 

 

 

●授業に参加せず徘徊している児童が気になります。 

 

⇒問題行動については、学校としても再発や類似行動に繋がらな

いよう丁寧な指導を心掛けていきます。本人や保護者との面談、定

期・継続しての面談、学級への支援員の配置、専門機関等への連

絡・相談なども行っています。 

 

⇒集団の中に入ることが出来ない児童については、支援方法を話

し合いながら対応しています。保護者や医療機関とも相談を行っ

ています。周りの子供たちの学習の妨害にならないよう配慮して

います。 

挨拶 ●旗振りをしていても殆ど子供たちが挨拶をしてくれ

ない。挨拶は基本だと思うので徹底してほしい。 

⇒引き続き挨拶を重点に取り組んで行きます。来年度は、挨拶の具

体的な取組方法を検討していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

授業 

・ 

学 習

指導 

【授業】 

●授業の内容が画一的で面白みに欠けるのではない

か。 

●学習は個々の理解度を確認しながら進めていただき

たい。 

●学校は、教育の場(学力、集団生活での道徳心を身に

付ける場)と考える。楽しく学ぶことは大切だが、楽し

いが一人歩きしている感じを強く受けている。 

●今は字を書いて学んで欲しいのでタブレット配付は

反対。 

〇英語の授業のあった日、生徒たちが英語で会話、とい

うか習ったであろうことを口にしながら下校してい

た。とても良いことだと思う。 

【宿題】 

●宿題が多すぎると感じる。学校の復習を主とするな

ら問題を多くする必要はないのでは？帰宅後の遊ぶ時

間を削られ、かわいそう。 

〇F先生の宿題の出し方がとても良い。 

⇒児童の意欲を高める授業は大切です。一斉型や画一的なだけの

授業にならないよう創意工夫することは授業を展開する上でとて

も大切なことです。OJTなどの研修を通して、日々指導力向上を図

っていきます。 

⇒字を手で書いたり、自ら体験したりする活動は、幼少期に大切な

感性を育むものと考えます。しかし、その一方で、情報化社会に対

応できる資質能力を育まなければいけない時代に入ってきまし

た。インターネット無しの生活は考えられなくなりました。情報ネ

ットワークは生活の一部になっています。これから 5Gという大容

量の情報通信が可能になると社会や生活様式が大きく変わると言

われています。だからこそ大切な教育や必要な教育を考えていき

ます。新学習指導要領では、その点を改訂の論点に挙げています。 

⇒学校の授業だけでは、学力は伸びません。知り得た知識・能力・

技術等を活用・習熟を図ることで身に付くと考えます。宿題は、そ

の一助とも言えます。その他、宿題以外の家庭学習、探求的学習、

各種スポーツ、芸術、文化等の側面を伸ばそうとする活動など、学

びのあり方は、多様です。そして、遊びも大切な学びと捉えていま

す。宿題も一方的にならないよう配慮しなければなりません。双方

向で情報交換をし、学校・家庭が連携し合える関係・環境を整える

よう努力をしていきます。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

教 職

員 

〇校長先生や担任の先生がガラッと変わった 1 年の始

まりだったが、担任の先生もうちの子供をほめてくだ

さり学校生活を楽しんでいるので安心している。 

〇途中に採用された図工の先生、素晴らしい先生でし

た。ずっと二小にいていただきたかった。 

●前年度より先生と保護者の関係が薄くなった気がす

る。 

●教員の質の向上は必要と思う（保育士に学べる部分

が多くある。自己肯定感を伸ばしてほしいと思う。） 

〇担任の先生は細やかに子供のことを見てくださって

いると感じているが、●一部の先生に関して、もう少し

一人一人の子供を大切に見ていただきたい。先生が大

好きで楽しく通えることが 1番だと思っている。 

〇若い先生方が多く、新しい発想に期待します。★ 

〇先生方のチーム 2 小の思いが感じられ嬉しい限りで

す。★ 

⇒学校生活が楽しいということは、とても大切な要素だと考えま

す。さらに教育活動が充実するように努めていきます。 

⇒本校は若手教員が多く、経験値や指導技術が未熟な面が多いと

感じていますが、学校外の研修会に参加した入り、校内で研修会を

開いたりして、意欲的に資質向上に取り組んでいます。若手教員が

多くなっている現状は全都的傾向です。団塊の世代の大量退職に

伴い、ベテラン･熟年層が薄くなっている現状は、教育現場だけで

はありません。今学校は、保護者・地域、そして関係機関や支援者

の連携・協働で教育活動を進めて行くことが重要だと言われてい

ます。今の状況だからこそできる教育の在り方も含め、協働で、子

供たちの健全育成を目指していきたいと思います。 

⇒細やかに指導する体制として、市内では、本校のみ、2年～4年

の算数は、2 学級を 4 分割した少人数授業を、1 年算数は TT によ

る 2 名体制で算数の授業を行っています。また、学習支援員や補

助のスタッフが、学級の実態などに応じて個別のサポートを行っ

ています。引き続き、支援をしていく予定です。 

み ら

い塾 

・ 

放 課

後 学

習 

●「夏休みのみらい塾はありがたいです。学童に行って

いない子がプール→みらい塾→ふっさっ子の広場に行

けるといい。弁当持参で教室開放してほしい。冬休み

は、夏休みも２～３日でいいので、してほしい。●みら

い塾(放課後学習)を再開してほしい。 

●英語塾のおかげで英検合格出来た。継続をお願いし

たい。 

⇒本年度も夏季みらい塾を実施しましましたが、今後も継続して

行う予定です。但し、来年度は、オリンピック観戦など、特殊事情

により、実施回数が少なくなる予定です。また、放課後学習につい

ても実施を予定しています。 

⇒英検は、市内全小学校で廃止ですが、来年度、英語単語検定の導

入を検討しています。 

 

 

 

 

 

 

行事 

●運動会のテントは来年度も設置してほしい。 

●暑さ対策のため、運動会での昼食は子供のみ教室で

食べさせてほしい。 

 

●学校行事が多く、とても楽しませてもらっているが、

年々準備期間が短く内容が簡素化というかやっつけな

感じがする。例、運動会・展覧会も。 

 

●ジョギング週間がなくなったのが残念。 

 

 

●展覧会がさみしかった。もう一工夫欲しかった。 

⇒テントは引き続き設置していきます。来年度は、本年度の PTA周

年記念予算でテントを寄贈していただく予定です。順次学校備品

として購入をしていく予定です。 

⇒昼食時の暑さ対策として、校舎内の開放も検討していきます。 

⇒保護者と子供の触れ合いは、非常に大切だと考えています。子供

たちのアンケートでは、保護者と一緒に昼食をとりたいという声

が多く、この運動会の昼食もその触れ合いの機会の一つと捉えて

います。 

⇒今年の子供たちの体力向上について、体力調査結果では、持久力

と瞬発力が都の平均値を下回っているとわかりました。他の取組

とも調整をしながら、改善努力をしていきます。 

⇒今回の展覧会は一人一人の作品への思いを大切にする方針で取

り組みました。反省点は次回に活かしていきたいと思います。 

 

 

 

 

保 護

者 ・

地域 

●保護者への負担を出来るだけ減らしてほしい。(PTA

等) 

●「ＰＴＡ委員が」ではなく、「保護者」が学校運営に

協力するよう変革が必要です。 

●CS・くまっこ応援団を利用して PTA 活動の活動量を

減らす、充実させることで共働き世代への負担が減ら

せると思う。（読み聞かせなど） 

〇地域のつながりを大切にする…視点に共感・評価す

る。★ 

●登校班について、必要性なども学校から説明してほ

しい。（最近班が乱れているため） 

⇒働き方改革がうたわれる昨今です。共働きなど、労働環境や条件

も多様になってきました。これからは、職場だけでなく、様々な場

面、状況で減らせる負担は軽減することが求められています。 

しかし、子供への愛情、関わりはより強く細やかでありたいもので

す。福生っ子の未来のために、それぞれの立場で大人としての役割

を担っていくことは子供にも良い影響を与えると思います。 

 

⇒登校班については、一部学校から遠い地区については、生活指導

部から、安全な登校についての話をしました。引き続き安全指導を

定期的に行っていこうと考えています。 

 

学 校

施

設 ・

環境 

●校内清掃、トイレの清潔保持（あまりに汚くてビック

リした。） 

●「こども六法」著者山崎聡一郎を各学級に置いてほし

い。 

⇒清掃業務を業者に依頼しています。換気・器具の点検などこまめ

に行っていきたいと考えています。 

⇒3年以上・くまがわ学級に「こども六法」を学級図書として購入

しています。 

 

 

 

 

 

 

そ の

他 

●地域ケースや不審者対応のため、福生市内の小中学

校から福生市へ登下校の見守りボランティア(シルバ

ーさん等)を市の予算で配備していただくよう要請し

てほしい。保護者や民生委員さん達だけで子供を守り

切れるかとても不安。近年通学中の児童が事故に巻き

込まれている。 

●持ち物の急な連絡が気になる。運動会で制作したも

のを遠足で使用すると話していたが、特に連絡もなく

フェードアウトした。 

●アンケートなのに児童名を記入しなければいけない

か？ 

●児童が育っていく環境として、学校のみがその取組

主体と考える傾向が強かった状況から、家庭・学校・社

会(地域)へ変わりつつあるのは、好ましい変化。学校と

地域の協同作業はまだまだ手探りの面が多くあります

が、いろいろな取組を期待している。★ 

⇒現在、安全見守りの方が、毎日 2 名体制で登下校時の見守りを

実施しています。来年度も継続していきます。より効果的な見守り

の配置となるよう、通学路点検の結果を参考にしながら、体制を改

善したいと思います。予算化については、必要な事項については、

要望を重ねていきたいと考えています。 

 

⇒急な連絡や私費購入教材の用途など、対応に困らないよう計画

的に行えるよう、見通しをもった取り組みを全教職員で確認して

いきます。 

⇒学校評価(アンケート)は、双方向の関係で実施したいと考えま

す。引き続き記名による評価をお願いします。 

⇒教職員の項目での見解でも述べていますが、新学習指導要領に

明記されている、地域・保護者と学校とが協働で教育活動の活性化

を目指していきたいと考えます。 



 


