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令和４年 ２月 

保護者各位 

江東区立第五大島小学校 

校 長  青木 由美子 

保護者アンケートの結果について 

令和４年も早一か月が過ぎました。保護者の皆様には、ますますご健勝にてお過ごしのこととお慶び申し

上げます。 

さて、大変遅くなりましたが、１１月に保護者の皆様からご提出いただきましたアンケートの結果と、そ

れにかかわる今後の方針をまとめましたのでご報告いたします。 

同時に、このアンケートをもとに今年度の本校の教育活動を振り返り、来年度の教育がより一層充実する

ように準備を進めています。今後とも、保護者の皆様のご理解とご協力を、お願いいたします。 

○グラフの見方（％の数値は小数第 1 位を四捨五入したものです） 

評価（時計回りに） 

Ａ（青）…あてはまる  Ｂ（赤）…どちらかといえばあてはまる  Ｃ（緑）…どちらかといえばあてはまらない  Ｄ（紫）…あてはまらない 

 

１ 五大小の３つの教育目標を知っていますか。 

本校教育目標  ・心ゆたかな子 

                  ・けんこうな子 

                  ・よく考え、努力する子 

保護者の皆様への浸透度は、昨年に引き続き7割超えと高い水準を維持

していますが、中でも「あてはまる」と答えた方が昨年度より９％も増えました。

コロナ禍での教育活動の中で、ホームページの充実や、学年だよりをクラスル

ームに配信したことで、保護者の皆様が、教育目標にふれる機会が増えたこ

とが、ご家庭へのご理解の高まりにつながったと考えられます。 

一方で、児童に対する浸透度は、「あてはまる」「どちらかといえばあてはまる」の割合のうち、「どちらかといえばあ

てはまる」の割合が１０％も増える結果となっています。 

そこで、現在の取り組みが、教育目標を実現させるための教育活動であるということを改めて児童と共有していきま

す。また、全校朝会で、週目標を、学校目標に対応させて話をするのと合わせ、各担任からも週目標の達成度合いの

振り返りを行うなど、児童への教育目標の定着を図って参ります。 

 

２ 五大小は、一人一人を大切にした教育が行われていると思いますか。  

昨年度より A・B を合わせて１パーセント多い、９７％の保護者の皆様が「五大

小は、一人一人を大切にした教育が行われている」と答えてくださいました。多く

の保護者の皆様が五大小の教育方針を理解してくださっていると考えられます。

コロナ禍のこの 2 年間は、感染症防止のために学校生活も大きく変わりました。

日々の生活に不安を感じている児童も少なくないことと思います。安心して学校

生活が送れるよう、今後もこどもたちに寄り添いながら指導にあたっていきたい

と思います。五大小の教育に関する具体的なご意見やご要望がありましたら、保

護者会や個人面談などで担任にお知らせしていただくか、直接校長、副校長までお知らせください。 
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３ お子さんは、「学校が楽しい」と言っていますか？ 

A・B 合わせて９２％の保護者の方が「お子さんは学校が楽しいと言っ

ている」と答えて下さいました。コロナ禍で学校行事などに制約がある中、

多くの保護者の方々が、教育活動に理解していただき、お子さんの様子を

受け止めてくださっていることに感謝しています。引き続き、教員による児

童一人一人の様子の把握と指導力向上に努め、全ての児童が安心して

学校へ通えるように、対応していきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

４ 五大小では、「できる、楽しい、関わりのある授業」を実施していると思いますか？ 

A・B 合わせて９４％の保護者の方が、「実施している」という回答をして

くださいました。 

オンラインによる学校公開や学校行事の配信、また学校からのお便り等に

おいて、授業の様子や活動の工夫に対して評価をしてくださったことに感

謝申し上げます。 

 今後も一人一人の基礎・基本を定着させていきながら、ICT を活用し児

童全員が「できる、楽しい」と感じるよう、学校としても授業改善を積み重

ねていきます。さらに、『主体的・対話的』で深い学びを実感できる授業を

していきたいと思います。ご家庭でも、日々の積み重ねができるよう、学習

用具準備や、課題の確認など、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

５ 五大小は、保護者との対話の機会が設けられていると思いますか？ 

「保護者との対話の機会が設けられているか」という問いに、A・B を合わ

せて８９％と多くの肯定的な回答をいただきました。また、D 回答においては、

０％という回答をいただきました。今後も安心して学校生活が送られるよう、

保護者会や個人面談等でお子さまの様子や学校行事への関わりなどをお

伝えし、皆様との対話の機会を大切にしていきます。また、担任をはじめ校長

や副校長、スクールカウンセラー、養護教諭も、保護者の皆様やお子さまの相

談等について対応しております。些細なことでも気にかかることがありました

ら、連絡帳等を使ってお知らせください。 
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６ 五大小は、積極的に情報発信し、開かれた学校作りに努めていると思いますか。 
昨年度と同様、A・B を合わせて９３％の保護者の方々が「開かれた学

校作りに努めている」と評価してくださいました。また、Ａの「あてはまる」に

ついては、昨年度に比べ６％増加する結果となりました。ホームページの

更新回数の向上や東門の掲示板、学校行事の動画配信、オンラインでの

学校公開等、様々な場面で学校内外での様子を積極的に発信しようと

努めた結果だと考えられます。引き続き情報発信の充実を図ってまいりま

す。また、学校公開や保護者会、個人面談においては、お子さまの良いと

ころや課題等について、保護者の皆様と情報を共有し、相談しやすい学

校にしていけるよう努めてまいります。そして、五大小は、これからも保護者の皆様と協力してこどもたちの教育活動を

進めていきます。些細なことでも構いませんので、ご家庭でのお子さまの様子など、可能な限り教えていただきますよう

お願いいたします。学校でのことについて何かご不明な点がありましたら、気軽にご連絡ください。 

 

７ 「学びタイム」「土曜学習」は、基礎・基本の定着に役立っていますか。 

A・B 合わせて 90％の保護者の方が「学びタイムは、基礎・基本の定

着に役立っている」と答えてくださいました。また、国語や算数などの復

習、個人の課題などに取り組み「学びタイムは、学んだことを身に付ける

ために役立っている」と感じている児童も多くいました。約１５分間という

短い時間の中で、集中して取り組むことで学習の基礎・基本の定着に

も繋がっているのだと思います。学年や実態に応じて、タブレット学習な

ども積極的に取り入れていきます。今後も、意欲を高めていき、児童一

人一人の学習の基礎・基本が一層定着するよう、繰り返し指導していき

ます。児童が学習に取り組む意欲や関心が高いのも、保護者の皆様の

ご協力のおかげです。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 

８ お子さんはすすんで読書をしていますか。 

A・B 合わせて「児童がすすんで読書をしている」と答えてくださった

保護者は 48％いらっしゃいました。児童アンケートでは、72％と学習や

休み時間等の学校生活の中で、本に触れる機会も多いため関心が高

いように感じます。今年度は、親子読書を 2 回行いました。国語科の学

習では図書館司書の協力により、並行読書を行い、読書への関心を高

めています。長期休業期間に関しましては、貸出の冊数が増え、低学年

から高学年まで多くの児童が図書室を利用しています。今年度も休み

時間の中で、図書委員が各学級の児童に読み聞かせをしました。また、

国語科の学習と関連させた２年生による「本の紹介」や、３年生による１

年生への読み聞かせなどの取り組みもしてきました。他にも chromebook による読書通帳の活用により、児童がすす

んで本を手に取れるようにしています。 

またご家庭では、学校司書が毎月出している「としょかんだより」（来年度は配信を予定）を親子で是非読んでいた

だき、読書に親しみ、本についての会話のきっかけになることを願っています。 
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９ お子さんは、運動が好きだと思いますか。 

A・Bを合わせて８２％の保護者の方がお子様について「運動が好

きだ」と答えてくださいました。この結果は、昨年度より４％減少してい

ます。今年度も、新型コロナウイルス感染症予防のため、中休み・昼休

みに校庭で遊ぶ学年を分散する対応を取るなど、例年の取組と変更

している部分もあります。しかし、継続して外遊びを児童に励行してお

り、外遊びが活発になっています（併せて手洗いも奨励しています）。 

１１月に運動発表会、１２月に「なわとび週間」を実施したほか、今

後は２月に持久走大会を行う予定です。社会情勢を踏まえつつ、感染

症予防に留意しながら今後も児童の体力向上を目指す取組を実施

してまいります。 

また、ＦＣ東京キャラバンや読売ジャイアンツアカデミーなど、プロスポーツチームから講師をお招きし、特別授業を行

っています。さらに、運動することやスポーツへの興味関心も高めるため、パラリンピック種目の選手をお招きしてご講

演いただきました。 

児童一人一人が運動することに対して、さらに意欲的に取り組めるよう、引き続き指導にあたってまいります。 
 

 

１０ 五大小の生活指導で重点をおいていることは「あいさつ」です。お子さんは、気持ちのよいあいさつ

をすることができますか。 

A・Bを合わせて８７％の保護者の皆様が、「こどもは、気持ちのよいあいさ

つができている」と回答しています。これは、昨年度より５％増えています。 

今後も、あいさつ週間の「あいさつカード」の活用などの取り組みを継続し

つつ、代表委員会によるあいさつ運動、あいさつにまつわるポスターの掲示な

どを行っていきます。また、友達や先生、保護者の方や地域の方など、様々な

人に自分から目を見てあいさつすることを意識させていきます。それらの活動

を通して、誰に対してもすすんであいさつすることができるよう指導していきま

す。 

 

 

11  お子さんは、社会や学校のきまりを守ることができますか。 

A・B 合わせて、昨年度より「きまりを守ることができている」と回答された

保護者は１％増加という結果になりました。しかし、児童へのアンケートでは、

昨年より「きまりを守ることができている」という回答が７％減少しているの

で、規範意識を高めるために、「五大小のきまり」の周知を徹底し、まずは学

校でのきまりの確認をしていきます。また、毎週の週目標を通じて、定期的な

振り返りを行っていきます。ご家庭とも情報を共有しながら、指導を続けて参り

ます。 
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12 五大小は、いじめ防止に向けた取り組みをするとともに、思いやりの心を育て、適切な行動がとれるよ

う指導していると思いますか。 

A・B 合わせて９４％の保護者の皆様から「五大小がいじめ防止の取り組みを

するとともに、思いやりの心を育て、適切な行動をとれるよう指導している。」と回

答がありました。「特別の教科 道徳」の学習も始まり、授業でもいじめ防止に向

けて引き続き指導をしています。今後も人との関わりを大切にできる児童、思い

やりの心をもって行動できる児童を学校全体で目指していきます。また、学校で

は定期的にいじめ発見のためにアンケートを実施しています。さらに、今年度か

らは「相談においでよ週間」を１年に２回行いました。日常の様子や、児童との面

談を通して、スクールカウンセラーを含めた全ての教職員が、児童の悩みや不安

を早期発見できる環境を整えて、いじめ防止に取り組んでいます。 

 

 

13 お子さんは、友達と仲良く生活していると思いますか。 

A・B を合わせて９６％の保護者の皆様が「友達と仲良く生活している」

と答えてくださいました。児童アンケートでも、「友達と仲良くできている」と

いう回答が９１％でした。しかし、C・D の評価が４％（児童は９％）あったこ

とから、より一層児童の人間関係の把握に努めていきます。今後も引き続

き、年 3 回のいじめ防止アンケートに取り組み、丁寧な聞き取りを行ってい

くことで、児童の日々の生活の様子を知り、良好な人間関係を築けるように

していきます。また、授業でも、道徳科や学級活動を中心に全教科で相手

を大切にできる心情を育み、友達とよりよい関係を築くことができるよう指

導していきます。 

 

 

 

14 お子さんは、「早寝、早起き、朝ごはん」を実践できていますか 

学年を問わず８割のご家庭で、早寝早起きの実践ができていると回答さ

れています。児童が健やかに成長し、また楽しく学校生活を送るためにも、規

則正しい生活は不可欠です。学校では、朝リズム週間の実施など、１年間を

通して担任による学級指導や養護教諭による保健指導、栄養士による食育

等で「早寝、早起き、朝ご飯」の大切さを繰り返し指導していきます。改めて

「何時に寝て、何時に起きるのか」「スマホやタブレット等を使って良い時間

をいつまでにするのか」など話し合っていただき、家庭生活を見直す機会を

もっていただければと思います。 
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15 五大小は、交通安全、防災・防犯教育および安全管理や対応を行っていると思いますか。 

Ａ・Ｂを合わせて９７％の保護者の皆様から五大小の安全教育や安全管

理に満足しているという回答をいただきました。多くの保護者の皆様に、本

校の安全に対する取組が評価されているものと考えます。今後も保護者の

皆様に安心してもらえるように、毎月の安全指導をはじめとして、全教職員

で安全に対する意識を高めていきます。 

自由記述欄では、公園の遊び方についてのご意見をいただきました。引

き続き、学校では場面に応じて具体的に指導を続けていきます。保護者や

地域の皆様には、通学路や学区域の見守りなどにご協力いただき、ありが

とうございます。今後も、ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

16 五大小は，美化に努めていると思いますか。 

昨年に引き続き、AB を合わせて９７％の保護者の皆様が「五大小は、

美化に努めている」と答えてくださいました。今年度も新型コロナウイル

ス感染防止対策のため清掃時間が減少している現状がある中、児童が

協力して清掃活動を行い、各学級で清掃内容を工夫しながら校内美化

に努めています。また、上級生が積極的に清掃する姿を下級生が見て、

きれいな校舎を維持していきたいという気持ちも育まれています。引き続

き、教職員も連携し美化に努めていきます。 

 

 

 

17 全体的に見て，五大小の教育に満足していますか。 

A・B を合わせて９８％の保護者の皆様から「五大小の教育に満

足している」という回答をいただきました。児童アンケートでは「五大

小が好き」が９６％と昨年度より高い評価となり、多くの児童が学校

生活を楽しんでいる様子が伺えます。今後も全教職員が力を合わ

せ、さまざまな教育活動を通して保護者の皆様や児童の期待に応え

られるよう教育活動の充実を図って参ります。また、児童が安心して

登校できるよう感染症対策も徹底し、楽しく活動できる安全な環境

づくりにも努めていきたいと思います。 
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１８ 「五大小のこどもたちのためにご協力いただけること」に記載された内容【抜粋】 

 ・ミシンを使用しての作業などがありましたらお役に立てるかもしれません。 

・ミシンを使って作業をする事がありましたら、お役に立てるかもしれません。 

・図書の修繕ボランティア等でのお手伝いはできるかもしれません。（経験はないですが） 

・以前、校内の壁に貼ってありました図書のボランティアに参加したいと考えています。 

また、「食」に関することであれば、お手伝いできます。 

・絵本の読み聞かせや、行事などのスポットのお手伝いなど 

・行事等で人手が足りないときは、単純作業、力仕事等どんなことでも、タイミングが合えば、お手伝い

したいと思っています。" 

・行事、ボランティアなど、機会があれば参加し関わっていきたい。 

・行事や何かの体験学習など、イベントで人手が必要な時にはお手伝い可能です。 

・学校行事や子どもの活動について、参加可能な日程やできることがあれば、参加したいと考えています。 

・今は無理ですが、校外学習や土曜学習などできるようなれば、ボランティアに参加したいと思います。 

・引き続きコロナウイルスにより制限の多い環境ではありますが、時間の工面ができる場合には学校行事

のお手伝いなどできると思います。 

・仕事の休みの日で役に立てる事や行事に関われたら手伝いなどしたいです 

・コロナの落ち着きと共に、防犯のため登校班やボランティアで保護者の旗当番を再開したいです。PTA

の管轄ですが学校と協力して再開できればと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１９ 「五大小の教育をよくする上でのご意見」について【抜粋】 

（１）学校から配布する手紙等に関するご意見 

・いつもありがとうございます。学年だよりが今月からホームページでの配信のみとのことでしたが、大事

な情報を随時確認するものなので、できましたら以前のように紙で配布してくださると大変助かります。

ご検討どうぞよろしくおねがいいたします。 

・動画配信や休み連絡など、オンラインでできることが増えて助かっています。 

・学年便り（できれば給食献立）など、子供本人にもスケジュールや持ち物を自ら把握するようにと、家に

貼って使っていました。できることなら、以前のように配布していただけると助かります。" 

・毎月配布されている学年だよりについてなのですが、子ども達の学校生活、学習に関する大事な情報が載

 本校では、新型コロナウイルス感染症が拡大する以前は、地域学校協働本部と連携して様々な活動

を行っていただいていました。その中には、高学年の家庭科の裁縫実習のボランティアで、何名もの

保護者の方々に協力していただいていました。また、図書ボランティアも募集して、読み聞かせや図

書館の掲示物の作成等を行っていただいていました。ご協力いただいていた、地域・保護者の皆様、

本当にありがとうございました。学校での活動が再開できるようになった際には、是非、ご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 学校行事に関しましても、江東区教育委員会の指導の下、お子様の安全を第一に、例年とは異なっ

た形での開催となりました。保護者の皆様にご協力いただくことや、準備・運営・片付け等でマンパ

ワーが必要なことがございます。そのような場合は、ぜひお声かけしますので、ご協力よろしくお願

いいたします。 
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っているので、目の届く場所に貼って随時確認しておりました。今月からホームページやクロームブック

での配信のみになるとのことですが、できましたら以前のように紙での配布に戻して頂けないでしょうか。 

・プリンターのないご家庭では印刷することもできないし、スマホの小さな画面で確認するのも見えづらく、

同じように不便に感じている保護者の方もいらっしゃいました。 

・お手紙類のペーパーレス化はとても良いと思います。これからはメールやタブレットでの連絡で充分です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）新型コロナウイルス感染拡大防止に関わるご意見 

・新型コロナの影響で、先生方と話す機会も本当に少なく、子どもの話だけで、学校生活の様子がほとんど

見えない状況です。学校の取組も配信になり子どもから聞くものに限られてしまいがちで残念でした。 

・来年度は、順番的に作品展だと思いますが、ぜひぜひ、今年度すでに完成していたという劇の台本での学

芸会の開催をお願いしたいです。保護者は観劇できなくても、子どもたちだけでも成長や協力、6 年間の

集大成として実施させてほしいです。 

・近隣の学校では、すでに運動会を実施していたりと、活動への取り組みに差違があると思います。先生方

も大変かとは思いますが、今しかないこどもたちのためにも、積極的な取り組みをお願いしたいです。" 

・せめて、体育の時間くらい、子どもたちのマスクをはずさせてもらえませんか。運動中のマスク着用は危

険です。何かあってからでは取り返しがつきません。11/27 の運動会では屋外開催であれば、換気は 100%

です。運動会はぜひ、ノーマスクでお願いしたい。2 月の持久走大会も屋外なのでぜひ開催して欲しいで

す。（マスク着用に関する似たご意見がもう一件ありました） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 いつも、学校の新型コロナウイルス感染拡大防止対応にご協力いただき、本当にありがとうございま

す。今年度は、「運動会や学芸会、持久走大会などの行事を参観したかった」という主旨のご意見が多

かったです。今年度も、学校公開や学校行事等、こどもたちの様子を伝える機会については、昨今の社

会状況を鑑みて、江東区教育委員会の指導の下、中止をしたり、形を変えて行ったりしました。学校と

しても、保護者の皆様に学校教育に関心をもっていただくためにも、是非、学校におこしいただき、こ

どもたちの成長の様子をご覧いただきたいと考えています。その中で、何をどのように参観していただ

くかについては、今後も検討し、工夫して参ります。 

 また、体育の学習中のマスクの着用に関しましては、熱中症等の観点から、外してもよいことになっ

ています。再度、学校で共通理解を図り、感染症対策を施しながら、こどもたちが体育の授業に安全に

参加できるようにしていきます。 

 今年度より、学校だより、学年だより、給食・保健だより等を、紙ではなく、HP に掲載、クロームブ

ックのクラスルームに掲載するようになりました。これは、SDGｓをはじめとする環境問題のことを考

えたペーパーレス化に対応したため、そして、PC やスマホなど、保護者の皆様がどこでも閲覧できると

いう利便性を考えたためでした。導入にあたっては、校内の担当部署で学校から配布されるお手紙の保護

者への伝達方法を検討いたしました。しかしながら、今回、保護者の皆様のご意見をいただき、環境問題

と利便性を考えて、12 月までデータで配布していたお手紙は以下の方法で配布いたします。 

① 紙で配付・・・  学年だより 給食だより （ご家庭で掲載することが多いと思われる物） 

② データで配布・・・学校だより 保健だより 


