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平成２９年度 長栄小学校学校関係者評価 ～保護者アンケート～ 資料 

平成２９年１２月７日 

長栄小学校 

 日頃より本校の教育活動にご支援、ご協力をいただきましてありがとうございます。 

 本資料は、「長栄小学校学校関係者評価～保護者アンケート～」をご記入いただく際の補助資料です。

参考にしていただけたら幸いです。 

【 教育活動に関するもの 】 

 １  学習指導の充実 

① 一人一人の理解を深めるサポート体制 

・算数ＴＴ （学年内ＴＴ）   

学級支援員１名、特別支援教育支援員 1 名、学習補助員２名、学校司書１名、 

国際理解教育補助員１名・外国語活動  ３名（ＡＬＴ１名、中学校教諭２名） 

※ＴＴ：ティームティーチング。複数の教員が役割を分担し指導計画を立て、指導する。 

※ＡＬＴ：アシスタントランゲージティーチャー。英語を話せる外国人の先生 

 

② 草加市教育委員会研究委嘱 １１月７日（火） 「学力向上」（算数科）に関わる研究発表会 

 教員一人ひとりが授業公開し、教育委員会の指導の下、研究協議・全体会の実施 

 ・ICT 機器の活用 ・ノート指導 ・わかりやすい板書 ・話し合い活動の充実 ・家庭学習 

 ２  豊かな心を育てる教育の推進 

① 道徳 道徳授業の研究（道徳開き：６年２組佐野学級参観） 

話し合い活動を通して、児童が主体的に授業に参加し、豊かな心を育むことを目指しています。 

また、３０年度からの教科化に向けて、準備を進めています。 

② 特別活動 異学年交流（長栄小フェスティバル、就学時健康診断 など） 

  

③ 委員会  定期活動、委員会紹介 

④ 関係機関との連携 ○新田中さわやか相談室 ○スクールカウンセラー 

○巡回相談：スクールソーシャルワーカーとの連携  

○教育支援室：臨床心理士等専門家と特別支援教育指導員との連携 

⑤ いのちの大切さを実感させる授業の実施計画 

○助産師を招いた授業（4 年） 

○豊かな心推進事業（5 年赤ちゃん人形を使った臍帯血採取体験） 

 

長栄小フェスティバル 就学時健診 

児童が主体的に異学年交

流を行い、高学年児童が低学

年児童を上手にリードした

り、就学時健診では 5 年生が

園児のお世話をしたりしま

した。 
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 ３  いじめゼロをめざして 

①児童アンケートの実施 

 年５回の児童アンケートを実施し、いじめ早期発見・早期対応・早期解決を目指している。 

②新田中共同参加 いじめ撲滅サミットへの参加 

③いじめゼロ運動（児童集会） 

 ４  グローバル化社会をめざして 

①外国語活動の充実 授業３名体制 （ＡＬＴ、中学校より教員１名、担任） 

※小中連携の取組として乗り入れ授業：中学校から小学校へ教員を配置する。 

②低、中学年へのＡＬＴによる外国語の授業 学期に１回程度ＡＬＴとの交流学習と給食交流 

 

【 学校運営に関するもの 】 

 ５  校内研究（草加市研究委嘱、算数の研究） 

６月１３日（火） 第１回校内授業研究会 ２年２組 

６月２９日（木） 第２回校内授業研究会 けやき学級 

７月 ４日（火） 第３回校内授業研究会 ４年１組 

９月１９日（火） 第４回校内授業研究会 ５年２組 

１１月７日（火） 「学力向上」（算数科）に関わる研究発表会 

けやき学級、１年３組、３年１組、６年２組、全クラス公開 

 

 ６  保健安全指導 

① 保健だより、給食だよりの発行（月１回） 

② 施設、教室の定期点検 （随時、月１回定期点検） 

③ 避難訓練（引き渡し訓練 6/10 緊急地震速報 1/13  

他ショート訓練等）④ 薬物乱用防止教室 等  

⑤ 不審者情報メール送信 ⑥ 栄養教諭による給食指導 

⑦ 養護教諭による歯科指導 

⑧ 他安全指導 

○交通安全教室 ○防災学習 ○ＣＡＰ講習 ○携帯安全教室 等 

 さまざまな危険から児童が、自分自身を守ることができることを目的として行っています。

保護者講習会も実施。家庭との連携を図っています。 

（１～３年防犯教室：不審者に対し、安全な距離を学習しました。） 
 

来年度より、教科化となる高学

年年間 50 時間外国語、中学年は

15 時間外国語活動がスタート。低

学年も引き続き、体験的な活動を

行っています。 

 ＩＣＴ教育にも取り組んでいます。

デジタルテレビやタブレット端末を

用い、学習活動を展開し、児童の理解

力や表現力の向上を図りました。 

小中の乗り入れ授業 外国語活動 

CAP 講習会 
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３７  美しい環境づくりの推進 

① 日常の清掃活動 

(黙働清掃・ﾜｲﾊﾟｰ拭き) 

② 一斉清掃：登校時清掃活動 

③ 正門前、児童昇降口の花壇 

④ 親子 DIY(教室壁ペンキ塗り) 

その他の環境整備 

○掲示教育の充実（昇降口、廊下・階段の児童の絵、各学年の掲示） 

○校章石絵画 

○廊下の整理整頓 ：廊下歩行の安全を確保  

○親子清掃 

 

 ８  家庭および地域社会との連携の推進 

① 開かれた学校づくり 

○ 授業参観、懇談会 

（第１回）４/１９、２０ （第２回）７/６、７  

○ 授業公開 引き渡し訓練 ９/９ 

○ あいさつ訪問  ４月２５日～２７日 

○ 個人面談 １１月２０日 ～ １１月２７日 

○ サタデースクール  

○ 音楽朝会 ○ 音読朝会  

② ＰＴＡ、地域との連携 

○ 学校応援団（登下校のパトロール、昔あそび、吹き矢体験等） 

○ 地域見学（社会等） ○親子清掃 9/9  

町探検：１年 6/21、２年 6/20、３年 5/18 ３年学区探検：小松菜畑 9/29 

○ 長栄小まつり 10/28、町会運動会 11/4 

○ 地域との情報交換  地域懇談会 5/12、安全安心推進委員会（年２回） 

○ 学校評議員会（学期に１回） 避難所運営市民防災訓練 ふるさとふれあいｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ 

 

 

今年度初め

て市民が中心

となり、学校と

協力して避難

所運営の訓練

をおこないま

した。 

 学校評議員の

方々に授業を見

ていただきまし

た。 

 靴のかかとが見える

ように丁寧に揃えて入

れます。 

下駄箱清掃 

親子清掃 正門花壇整備 

引き渡し訓練 

学校評議委員会 
避難所運営市民防災訓練 

校章石絵画 

親子 DIY 
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【 その他の課題 】 

 ９  特色ある学校づくり（幼保小中連携教育） 

① 小中合同の行事 

○集会活動 

○避難訓練 

○夏の体育大会合同練習 

バスケット部、水泳部、陸上部（雨天中止） 

○音楽朝会 

○トイレアートプロジェクト 

（１年生の下絵と新田中美術部 

によるトイレの壁絵制作） 

○円形花壇合同花植え 

② 教員同士の連携 

○夏季休業中の合同研修 

③ 幼小の行事 

○交流給食（ 9/ 5 新田幼稚園と５年の交流） 

○交流学習（11/ 13 新田幼稚園と１年の交流） 

 

 10  「基礎学力、規律ある態度、健康・体力」の育成 

① 始業前の活動   

○読書活動：読書タイム、図書ボランティアによる読み聞かせ 

○図書室：蔵書の増加、読書の木掲示：読書量が増えました。 

○計算タイム  ○国語タイム ○長栄タイム（算数） 

② なかよしタイム ○外遊びの奨励：晴れの日は外へ  

○学期ごとの活動：持久走、縄跳び 

③ 規律ある態度の育成   

○あいさつ運動  

○下駄箱の靴そろえ  

○整理整頓の時間 

 

 

草加市立長栄小学校 HP にも掲載中 

小中合同音楽朝会：音楽祭金賞の歌声を聴きました。 

 小学生と中学生が一緒に活動を行い、中学生と交流

し、期待を高め、憧れを持たせます。 

新田中学校区(新

田中、長栄小、新

田小の先生方)の

３校合同で研修

を行いました。 

入学後にスムーズに学校生活

になじめるように体験学習を

行っています。 

小中合同音楽朝会 

小中合同研修会 

交流給食 交流学習 

持久走大会 

読み聞かせ 

長栄タイム 


