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25年学校自己評価アンケート 地域からお寄せ頂いたご意見

1-（３）各教科での地域の方のボランティアの導入について
・そろばん学習はとても楽しかった様です。
・とても有難いと思います。自分から勉強をする子供はないので、苦手な所を教えていただきた
いです。 無理しないボランティア活動を希望します。

・そろばんでおせわになりがんばってやっております（４年生）
・大変いい事で長く続けてほしいと思います。
・学習ボランティアの皆様に感謝します
・子どもたちの刺激になり分からない箇所も教えて下さっているので、大変良いことでありがた
く思います。また子どもの学力向上に役立ちますので、今後も続けてください。

・良いことと思う。このシステムは浦小として必要、特にドリル学習底上げになっている。
・たいへんのみ込みが早く、教えたことがすぐに反映されます（習字）。競争で取り組んで、○
付けが間に合わないくらいです（ドリル）。

・これからも、つづけていただけるとうれしいです。
・手厚い指導、ありがとうございます。
・実際に見たわけではありませんが、すばらしい取り組みだと思います。
・地域参加はとても良い事であると思う。
・とてもありがたい話です。
・よいことだと思う。今後も続けてほしい。
・がんばって続けられるよう願っている。
△希望の人数にこだわらず、クラブ数はできるだけ多くしてほしい。
△小学校の読み書き計算は、子供の才能・個性に関係なく必要な基礎学力。補習など先生の負担
になると思うが、理解の遅い児童にご配慮下さい。

1-（４）土曜塾の活動について
・よろしくお願いします。
・土曜塾に子供達が全員参加できればいいです
・大変喜ばしい事です。遊びがちな子どもにとって土曜塾はとてもありがたく感謝申し上げてい
ます。指導の先生も大変ご苦労ですが、これからもよろしくお願いします。

・非常に良い。子供達の個性をのばすのに良い。又地域とのかかわりを子供達は実感出来る。
・手を使い、身体を動かすことは成長期の児童にとって大切なこと。パソコンやテレビ以外に興
味の持てる分野を広げる事に非常に有効と思います。

・可能な限り増やしてほしいと思います。
・土曜日に子供達にこういう時間をつくっていただけるのは、うれしい事だと思います。地域の
方に感謝です。

・ありがたい事だと思います。これからもいろいろな面で土曜塾によって子供達は、成長してく
れると思います。よろしくお願い致します。

・いい事だと思います。ほかにも何か考えたらいいと思います。
・とても良いと思います。私の息子が低学年の頃に土曜日もお休みとなり、近所の方が囲碁教室
を開いてくれ、とてもありがたく思いました。

・土曜授業は大賛成である。
・土曜日活用大賛成。ぜひ実施してほしい。
・手品やゲーム（トランプや人生ゲームとか PCゲーム以外のこと）など楽しみなこと。
・昔の遊びもよいと思う。希望があればゲートボールも教えたい。
△とても良いことだと思います。運動でもそういうことがあるとよいと思います。
△塾の内容をもう少し増やしてもよいと思う。しかし、あまり欲張らない方がいい。

1-（5）地域の方が児童と交流する活動について
・地域の参加は、いいことだと思います。これからも継続をお願いします。
・今後もつづけてほしいです。どんどん学校へ行ってほしいです。
・ふれあい会はとても楽しかった。
・とても良い事だと思います。強制的にはしないでほしいです。
・大いにやっていただきたいです。
・なかなか都合がつかなくて参加できなくて残念です。でもいつかは参加したいです。
・学校へ気軽に行き児童と交流できる機会を設けていただいて大変ありがとうございます。学校
側は準備等大変だと思いますが、できるだけいろいろな方に学校へ来てもらいたいです。

・学校、地域が一つになったような大玉送りだった。もっと全区民の方々が参加して大勢でやり
たかった。

・地域の方がたくさん参加され良かったと思います。
・とても良い事で、今後も続けて行って下さい。多くの地域の人達が学校に関わり、児童と触れ
合うことは児童の成長に大きな果実となりありがたいです。
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・学校、子供達とのかかわりを実感でき、子供達からパワーをもらえた。
・運動会・ふれ合い会の企画は地域との交流の上で大変良いアイデアと思う。今後とも継続して
欲しい。

・地域の方々にも入っていただき、運動会は中学生以上の競技もあっていいと思いました。子
どもと地域でとりくむことは大切だと思います。多く取り入れていけば良いと思います。
・大変良いと思います。
・大玉送りで参加しましたが、とても良かったです。
・たいへんよい。アイデアを出し合って内容を充実してほしい。
・９月５日に行きました。子どもと地域の人（知らない人も）が一緒に何かをするということが
非常に刺激的な活動だと思います。

△学校まで来られない高齢者や身内に子どものいない高齢者にも子どもたちと話ができる機会が
あればいいと思う。（直接声がけをするとか）

△「向こう３軒両隣」この言葉が知らない人が多い。知っていても連絡事はポストで間に合わせ、
有線利用の人ばかり、学校目標の②思いやりをするにも目の前に人がいない。プリントは手渡
しにしてほしい。

△先生方、子供のあいさつがなく残念、特に高学年の女生徒がない

２-（１）いじめや差別について
・担任の先生にいろいろと話したり相談したりしています。
・他校の子供にくらべると、とてもやさしい子供達で高齢者に対しても、バカにしたりしないの
ですごくえらいと思う。

・「いじめ」あいまいに受け止めている傾向あり、いじめは一人の児童に二人以上が関わること、
そして、長い間続けていくことと理解しているが、喧嘩もしない子どもでは 何か物足りない。

△ドッジボールの活動の中でいじわる＝いじめになるかと思う事案が昨年度ありました。こうい
うことは、日常的になると思います。常に教え諭して直させる努力が必要だと思います。

２-（２）地域の中でも子どもたちの様子について
・顔を合わせる子供達はきちんとあいさつしますし、家の庭で遊んでいて注意をしても素直に聞
いていてとてもかわいいです。

・近所の子供たちと仲良く遊んでおります。
・学年に関係なく一緒に遊んでいるところがいいと思う。
・特にありません。気付いたときに対応したいと思います。
・浦里の子供達は、とてもすなおで質問もたくさん出ると感じます。現在中学の親ですが、中学
になった浦里の子供はすなおですし、あいさつもしっかり出来るように成長しています。

・明るい子供達だと思います。
△下校後低学年の子供達が自転車で遠方の友達の家へ行くのが時々見られる。交通事故に合わな
いか心配である。

△あいさつ良い。個人差は少々ある。
△元気よくあいさつの所は、その時によって又その子によって違うように思います。はずかしい
と思うのかはわかりません。

△帰りの時刻をオーバーして遊んでいるときがあり、家の人は心配しているのではないか？明る
く元気な子供が多く、こちらも元気をもらってありがたいです。

△あいさつは出来るが、はずかしさが先に有り、むずかしい。教室内でも子供達の性格があるの
では？

△学校便りに「あいさつが」できていないのでは？」とあったが、いろいろな子どもがいていい
のではないか。一律に「元気よく明るく挨拶する」という状況はむしろ違和感がある。

△学校はすばらしい活動をしている。子どもの活動も然り。浦里地域はすばらしい地域だが封建
制が根強く残っていることをひしひし感じている。

４学校運営全体、子どもたちへの願い
・音楽会、ふるさと学習発表会等、高学年の子どもたちが会をしっかり進行させてすごいと思う。
・今、保育園児、これから生まれて来る子供が浦里小に通えるように、存続問題を解決し、不安
が無くなれば良いと思う。浦里小が地域でのシンボル。大切だから、そして、浦里小の子供達
はすなおでやさしい子が生まれるから。

・コミュニティスクールの良さを生かして、これからも良い児童の成長を願っています。浦里小
は地域と共にある素晴らしい学校で地域の誇りです。

△子供達はとても素直でまじめだと思います。が少人数にだいじにされすぎて、中学でいきなり
多い中での学習面、生活面 いじめ等も心配です。

△全体的に見て Bであると思う。
△本来、子どもをどう育てるかは親の責任において教えるべきことです。学習内容については学
校におまかせしますが（これについてもこのごろは注文が多いですが）、子育ての方針につい
ては、もっと親に主体的に考えてもらう方法を考えていただきたい。学校目標＝教育目標と考
えてよいかと思いますが、一方通行になっているということです。安倍政権下では、教育基本
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法の目的が国を愛する心を育てることになっているので、これがストレートに出てくる恐れが
ありますが。

・先生方は子供達を一生懸命みて下さっていると思います。
・皆様にご苦労いただき本当にありがとうございました。
・これからも助け合って勉強はもちろんいろいろ経験をして行ってほしい。
△浦里小の生徒であることに誇りをもってほしいです。学校の歴史を知ってほしいです。（とい
う私もよく知りませんが）

△子供達は元より教職員のあいさつが欠けていると思う。一部の先生はしっかりとあいさつをさ
れている。言葉使いについて、子供達の言葉がまったくひどい。特に兄・姉のいる子供が特に
悪いと思う。男女共、すなおさがなく、口ごたえをする子供が時々見られる。PTA 役員のあ
いさつも欠けている。

△コミュニティ・スクールなので、ふるさと学習も地域住民とのふれあいも大切だと思う。ふる
さと学習発表会は毎年楽しみにしている。ただ一番は子どもたちの「学力保障」ではないか。
一つの行事を行うに当たって相当の準備・練習が必要。それだけ授業時間を使うことになる。
特に高学年になればなるほど教科の学習時間は確保すべきではないかと思う。地域学習と教科
学習のバランスをどうとるか、お考え頂きたい。

△先生方何かとたいへんだと思う。事務的な仕事など効率化または減らして、子どもと向き合う
時間を可能な限り増やしてほしい。

△少人数学校ならではできない活動もとりこんではいかがか。すでに実施しているとは思うが。
△評価ということが教育会で話題になっていることもあり、この言葉は使わないでと思うが。
例えば「学校活動調査用紙」「コミュニティ用紙」等はいかがか。

平成25年度 浦里小学校お助け隊の皆様からのご意見

１ お助け隊の活動を通して、良かったこと、改善したほうが良いことを教えて下さい。
・自分の子ども以外の他の学年の子と交流できたことが良かったです。
・子どもたちと仲良くなれました。
・かわいい子どもたちとふれあったこと。
・無理せず、自分のできる範囲で参加することができた。自分の子以外の学年でどんな子が通っ
ているのか、様子を見ることができた。
・今年は、4 年生と 5 年生の皆さんと一緒に給食をいただきながら若い元気なエネルギーをもらい、
私も若返った気持ちで楽しかった。
・児童とのふれあいができた。老人会と食事交流会が楽しかった。
・大勢の子どもの顔と名前が一致しました。
・学校（先生、子どもたち）と話ができる。
・学校の様子、子どもたちの姿を見ることができたのが良かった。
・秋、5年生のクラスで給食を共にしました。和やかな雰囲気が印象的でした。
・大勢の人たちとふれあえて大変良かった。
・いつもていねいなお礼の手紙（コメント）をいただき感謝しています。
・体育館で準備をしていると大きな声で「こんにちは！」とあいさつ。終わったあとも「ありがと
うございました」が言え、私も気分よく教えることができました。
・子どもたちの日常の生活の様子がわかり、たいへん参考になった。
・児童と親しくなり、児童の皆さんが生き生きと学校生活を送っている姿が見られて良かった。
・学校の協力により今年度も充実した活動ができた。子どもたちの反応がストレートに返ってく
るのが良い。

・友人が増えたこと。いろいろな知識がもらえる。
・子どもが減り、保護者も少なくなれば、いろいろな面で人手不足は否めない。ボランティアの
活動を通じ、生徒だけでなく地域の人々との交流も増えた。
・お助け隊に入って仲間ができてよかった。
・活動を通して、さまざまな年齢の方々とかかわることができ、楽しかったです。
・みなさん、責任を感じ一生懸命協力している姿に頭が下がります。
・数多くの体験を小学生のうちに経験できること、うらやましく思います。

＜地域めぐり隊＞
・地域めぐりに児童と一緒に参加しました。皆はきはきと行動し、大変気持ち良くめぐることが
できました。当日は浦野地区内一周したのですが、お助け隊員も一緒に、児童以上に楽しく過
ごすことができました。

＜花つくり隊＞
・諸々の事情で一日しか参加できず、申し訳なく思っております。児童の草取りの時間と一緒に
「花づくり」の作業ができて良かったと思いました。

・花つくり隊です。学校側はいろいろ行事があり大変ですので、もっと気楽にお助け隊に任せて
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はいかがでしょうか？また、最初に一回、花つくり隊の会員全員で話し合って年間計画を立て
たほうが良いと思いました。今年も楽しく活動ができ、ありがとうございました。

・花が好きで入ったが、体調が悪く行かれなかった。でも、皆さんががんばって花を咲かせて下
さり、きれいな学校になった。

・花づくり隊に協力して下さる方が増えてよかった。作業の段取りも早くでき、早く終わるので
よかった。

＜教科支援ボランティア＞
・学習支援ボランティアの活動が充実できて良かったです。
△学習指導してくださる方は、正しく勉強を指導できているのか？今と昔では違うこともあるので。
＜コスモスさかせ隊＞
・コスモスを植えた日、和田の先生方も来てくれ、他の学校もこのようなことも行なったら交流が
できて良いと思う。
△コスモスは苗を植えるだけでなく、最後の片づけもやらせたほうが良いと思います。
＜見守り隊＞
・暑い日も寒い日も登校を見守ってくださるお助け隊の方々。子どもたちは当たり前のように思わ
ず、感謝の気持ちを持っていれば、あいさつにも気持ちがこもると思います。
△月の日程行事等と連絡方法を検討してほしい（以前は教頭より文書で来ていたが）。
＜遠足いっしょに行き隊＞
・遠足に参加して、実際の子どもたちの元気な姿に接することができた。遠足行事への願い、大切
さが実感できた。
・遠足に参加していますが、山登りにしても子どもたちが何かを学ぶ機会になればと思います。
△楽しかったです。遠足に一緒に行ったのですが、お弁当はお助け隊のみで食べました。子ども
たちと食べたほうが、もっと交流が深まると思います。

＜米・野菜つくり隊＞
△野菜の栽培は植物の特性を考慮し、時期を検討しましょう。
△退職後に始めた農業ですが、子どもたちと一緒に作業をしながら自身も学んでいます。農作業
には子どもたちの個性がよく出ています。先生方にはその子の長所を生かした教育を願いたい
と思います。

＜校庭手入れ隊＞
・校庭がきれいになり良かった。運動会もきれいな校庭でできたので気持ち良かった。
＜クラブ教え隊＞
△クラブ教え隊で運動や放課後の遊びの中で体力をつける。
△活動日が少なかったので、もう 1、2日増やしても良いと思った。
△お助け隊によっては活動内容を児童生徒、先生、お助け隊とで話し合い、決める。
△どの学年も学べるようにしてほしい。
・お助け隊のボランティア活動が上田市の社会福祉協議会で認められ、福祉大会の授与式に参加
されたことは浦里小学校が「地域と共にある学校」という事が上田市の皆さんに知っていただ
いたことは大きな収穫だったと思います。先生方も幾多の困難を乗り越えて学校と子どもたち
のために骨身を惜します努力なされている姿に感謝です。

２ 来年度、こんな学習活動をしたらどうだろうか、またこんなふうに出来ないかという提案が
ありましたら教えて下さい。いただいたご意見をどこまで実現できるか分かりませんが、よろ
しくお願いします。なお、登録していただいているお助け隊の活動でなくても構いません。

・ふれあい会はとても良い活動でした。今後も続けていただけたらありがたいです。
・8 月の暑い日、子どもの給食に招かれ、どんな食事をしているかわかって良いと思った。その
時、短時間でも草むしりでもやって少しでも助けたいと思う。

・今年初めて生徒との昼食会が催された。食費負担は自前でいいので、こういう企画は続けてほ
しい。教室の授業では見えない生徒の側面が良くわかる。

・来年はたくさん花を咲かせるように頑張りたいと思っています。
○福祉施設のお年寄りとの交流。ホットステイで県外から来る小学生との交流会。
○英語での劇を地域の人に見てもらう。
○陸上競技、水泳、歌、絵画など、専門家がいらしたら教えてほしい。
○老人と子どもの集いの実現。昔の生活も話してやりたい。
○大学生が学習支援に入って、子どもも学生も学べるというのはどうですか？青木小は、信大の
学生が入っているようで、学生が泊まる場所を提供している方もいるそうです。浦里地区のいく
つかの集会所を宿として使っても良いし、浦里から大学生も育ってくれたら良いと思います。
○図書館の活動（放課後の貸し出し、読み聞かせ）
○フラワーアレンジメント。教えてくださる方がいたらやってもらいたい。
○今の英語を低学年へ。Writingを高学年へ。
○ 1、2年生に石の下にいるサワガニなどの生き物を探す川遊びをさせたい。安全に遊べるように
お手伝いします。

○夏休みなどにキャンプ体験とか、川で遊んだり、自然のなかで楽しめることなど、教えていた
だきたい。
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○子どもたちに家庭で教えられない生活習慣を教えることはできないだろうか。
○ 400 年の伝統ある「茶道」を学んでほしいです。飲み方と立て方ができれば、上上。どなたか
教えて下さる先生がいらしたら手伝いをさせて頂きたい思っています。希望者がいらっしゃる
かどうか心配ですが・・・。

○生き物を育てるのは常に世話をしながらその成長を見守ることができます。野菜の栽培につい
ても一括して処理する野菜だけでなく、毎日収獲できる野菜（トマト、キュウリ等）も２～３
ヶ月ほどかけてやってみるのもいいかと思います。

○放課後を使った学習支援。
○せっかく花壇の整備ができたので、市のコンクールに応募するなどして、多くの人たちに見て
もらうことが増えれば、やりがいがある。

○「全国お米コンクール」というのがあるらしいです。何千!?も応募があるなかで、小学校では
木島平小の 5年生が 4年連続入賞しているそうで、浦里も来年は応募してもらいたいです。

○地域では、老人の集まりで童謡を歌うことがあります。時には児童と歌うこともあります。孫
たちと共通に歌える歌があればよいと思います。「どこかで春が」「春が来た」「春の小川」「故
郷」「里の秋」「鯉のぼり」「赤とんぼ」等

△学童野球で、大会時には大会を運営するスタッフが必要です。今までは保護者が対応していまし
たが、選手の減少もあり保護者だけでは足りない状況です。お助け隊のご協力を希望します。
△学校の先生も地域の方も保護者も、あまり負担にならないように続けることが良い。
△先生方や学校の負担にならないよう活動していかなくてはならないと思います。学校側からも
お助け隊に、ご意見や提案を遠慮なくしていただきたい。

△一部の保護者による活動に陥りやすいので、全体的な人選依頼による組織があればと思う。
△子どもたちとの共同作業がもっとあればと思います。
△お助け隊に頼りすぎないで、もっと教職員の主体が大切である。
△子どもたちと直接関わり、子どもたちと一緒に活動するものについては、教科学習のカリキュ
ラムに支障がないことが大前提。教科学習とお助け隊関連の取り組みのバランスについては常
に気にしていきたいところ。子どもを中心に置いて、学校、PTA、地域がどれも平等な立場で
知恵を出し合っていけたらよいと思う。

４ 学校運営全体、子どもたちへの願い等お気づきの点がありましたら、お聞かせ下さい。
・小学校は私どもの原点です。頑張って存続をお願いいたします。
・自分の子どもが小学校を卒業したら、子どもたちとの接点がほとんどなくなってしまい、さび
しく感じます。冬は地区行事が増えるので子どもたちとふれあう機会を増やしたいと思います。

・コミュニティ・スクールに指定されて、保護者や地域の意識が向上し、小規模校の特徴を活か
して良い教育活動ができています。また、素直で明るく元気の良い児童に接しうれしく思って
います。校長先生はじめ先生方の熱心なご指導に深く感謝しています。

・笑顔で話したり、あいさつできたらいいなと思います。
・学校の運営は良くできていると思います。
・学校で児童たちに会うと、誰でも気持ちよくあいさつしてくれる。児童たちに対する学校の指
導がよく行き渡っている証拠だとうれしく思う。

△野菜作り隊は高齢者が多く、一部の方に負担が集中しがちです。我々も若い方の勧誘に努めま
すが、学校の方でもよろしくお願いします。

△クラブの始業時刻に子どもたちが全員集まらない時がありました。改善してほしい。
△先日、学校のトイレをお借りしました。便座がヒンヤリ冷たく飛び上がるくらいでした。いく
ら子どもとはいえあの冷たさはかわいそう。改善をお願いします。心臓が止まるくらいでした。

△限られた方々で努力しておられると思う。皆が力を貸してほしい。
△地域の人たちへのつながり、あいさつ等を含めてうすく感じるが指導が必要かとも思える。
△あいさつで「おはようございます」と言える子がいない。
△本年、交通安全委員として街頭にて登校生と会う機会がありました。おおむね気持ち良いあい
さつができていますが、無反応な子も見受けられます。あいさつは人間の生活の基本であるこ
とをもっと教えていただければと思います。

△我が子の孫の言葉遣いが荒いのが気になる。注意をしているのだが。

５その他
＜学習活動の成果について＞
・息子は今年中学に入学しました。浦里の子どもたちは、部活・勉強とそれぞれがんばっている
ようです。とりわけ学習面については、かなり高い評価を得ているように思われます。私の知
る限り、定期テストでも 400 点とる子の割合が多く、中には 450 点以上も数人いるようです。
クラスの委員や行事などの係も積極的に取り組んでいます。授業参観でも、授業によっては私
語が多かったり、先生の話を聞いていない生徒もいる中で、浦里の子は真剣に集中して取り組
んでいる様子がうかがえます。小学校時代にたくさんの方のまなざしに見守られ、一人一人が
のびのびと素直にまじめに一生懸命に学び、遊んだ経験が、彼らの力強い土台となっているこ
とは確実です。お助け隊の皆様には言葉で表せないほど大事な大事なものをいただきました。
浦里小の子どもたちは幸せです。これからもぜひいろいろな活動を続けて下さい。


