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平成２６年度 学校自己評価アンケート集計結果

一、浦里小の子どもたちはどんな子どもたちに育ってほし

いか
＊地域、保護者の皆さんから寄せられた意見を集計したもの

明朝体→保護者 ゴシック体→地域 丸ゴシック体→お助け隊

自分の良さを切り拓く子ども
・学校目標の中にあるように「自分の良さを切り拓く子供」になって欲しいです、

・今の学校目標や具体目標を児童ひとり一人身につくよう育ってもらいたい。

丈夫な心と体
・丈夫な心と体に育って欲しい。

・心身共に、逞しい子に育って欲しいです。

・心身共に健康に育って欲しいです。

丈夫な身体で元気な子
・勉強も大切ですが、丈夫な体を作って思いっきり遊べる子になって欲しいです。

・広い校庭を活用し、思い切り体を動かし、元気な子どもになってほしいです。

・外で元気に遊ぶ。挨拶のできる子ども。

・子供の基礎体力が身についていないと思う、マラソン大会を来年以降続けて欲しい

・健康第一、素直な子どもたちになってほしい。

素直で、生き生き、ハキハキ、元気よく
・皆、素直でハキハキとして元気いっぱい育って欲しいです。

・皆、素直でハキハキとして元気一杯育って欲しいです。

・楽しく生き生きと学校に通えています、今後も宜しくお願いします。

・浦里の子供は、元気である事、挨拶が出来る事。

自分に自信を
・生き生きと・・・そして自分に自信を持って育って欲しいです。

・生き生きとそして自分に自信を持って育って欲しい。

子どもらしく のびのび
・よく遊びよく学ぶ子どもになってほしい。

・浦里らしい子、子どもらしい子ども。

・少人数の学校であっても、引け目を感じることなく、個性的にのびのびと育ってほ

しい。

・大人が大勢関わって教育しているこの頃ですが、子どもらしくのびのびと育ってい

かれることを望みます。

・別に考えたことはないですが、安全にのびのびと育ってもらいたい。

・学校環境の内容を十分理解して、伸び伸びと明るく成長していってほしい。

心のたくましさ 自立、自主・自発
たくましく育ってもらいたい。

・失敗を沢山して学んで、浦里を出てからも頑張れるような子供たちになって欲しい

・諦めない気持ち
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欲を言えば、がまんする心、忍耐力のある雑草のような強さがあれば更に良いです

難しいこと､面倒なことがあっても乗り越えていける子ども

・自立できる児童、地域を支える人材に育っていただきたい。成績が良くなれば外に

出て行くのは必然。痛し痒しですが、仕方がないでしょう。今の学校規模になり不

安に思っていましたが、成績は飛躍的に伸びていると思います。三輪定宣先生の言

われた、学校規模が教育効果を上げる最大の条件と言うことがそのまま当てはまっ

ています。今の規模が理想という気がしてきました。不備なところは補うことがで

きます。

・色々な環境の中でも、自分の考えをしっかり持ち自分の力で生きる力を養って欲し

です。

・自発的にできる子ども

・一人ひとりが独立した自由な子ども（ただしマナーとルールは守りましょう）

・自分達で自主的に楽しく元気に過ごせる活発な子ども達であってほしい。

・思考力のある子ども。がまんのできる子ども。昔の遊びに興味を持ってもらいたい。

思いやりある子 自分を他者を大切に
・明るく素直で真面目に思いやりのある子どもに育って欲しいです。

・皆、一人ひとりが相手の気持ちになって色々と話合える子供になって欲しい。

・相手の立場になって物事を考える事の出来る、優しく思いやりのある子供。

・相手の気持ちがわかるようになって貰いたい。

・思いやりのある子になって欲しい。

・優しくて思いやりのある人になって欲しいと願っています。

・相手の立場になって物事を考える事の出来る、優しく思いやりのある子供。

・助け合いが出来る子供たちに育って欲しい。

・思いやりのある心。

・明るく、素直、人の気持ちを考えられる人

・のびのびと思いやりのある子

・礼儀の正しい思いやりの子

・やさしく、元気の良い子どもに育ってほしいです。（今もやさしいですよ！）

・自分も自分の周りも人たちも大切にできる子ども。

・思いやりのできる子ども

・見てみない振りをしないで、何かあったときは助けてやるような子どもに育ってほ

しい。

・他人事への思いやりができるような子どもたちになってほしいと思っています。

・自分自身を大切にしてほしい。

・「浦里の子」だけでなく、全ての子供が「幸せ」と感じることが出来る子。

気持ちの良い大きなあいさつのできる子
・挨拶がきちんと出来る大人に育ってほしい、

・気持ちの良い挨拶ができる子に育てたいです。

・元気・明るい・挨拶はしっかり出来る、礼儀正しい。

・言葉に対しても気持ちの良い挨拶の出来る子供に育って欲しい。

・大きな声で元気よく挨拶ができるように

・大きくなるごとに挨拶ができなくなってきている。恥ずかしい。面倒という気持ち

が出てくるのか…なので、この小学校、この小学生時代は、元気よく気持ちの良い

挨拶を目指してください。

感謝の気持ち
・地域の皆様のご協力により自分たちは成長したと感じてもらえるような人間になっ
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て欲しい。

・感謝の気持ちを忘れない、

地域を愛し、誇りを持ち、関わる子
・将来、浦里の地域をもっと発展できるような人に育って欲しい。

・老人の昔話を聞いてもらいたい。

・町で未だに「浦里」というと、「ああ火事の」と言われる。「浦里＝火事」なんか

に負けずに、浦里に誇りを持った大人に育ってほしい。

・浦里の地域を愛し、自分を大切にし、人のために何かがしたい、役に立ちたいと思

えるような子どもに育ってほしい。

・この地域、自分のふるさとが大好きで自慢の出来るような子になってくれたら嬉し

いです。

・学校・地域の行事に積極的に参加し、地域との関りを大切にして貰いたい。

・浦里の地域を愛し、自分を大切にし人の為世の為に何かがしたい、役に立ちたいと

思えるような子供に育って欲しいと思います。

・ふるさと浦里を愛する心を持ちつつ、広い視野でものごとを考え、人と接すること

のできる子に育って欲しい

・この地域のことをよく勉強し、そして今後この地域がいかにあるべきか考えてほし

い

・地域に育てられている良い学校なので、大きくなっても地域を大事にする人になっ

てほしい。

・少人数を生かし学校全体の団結力が身についてもらえればと思う

善悪の区別を
・良い、悪いの「区別」がわかる子どもに！

・元気で社会のルールのわかる子どもに育ってほしいです。

関わる力、コミュニケーション能力、表現力のある子
・多くの人と触れ合えるようにしてあげたいです．

・小さな学校で育ち、大きな学校へ行っても自分の意見がしっかり言える、伝えるこ

との出来る子になって欲しい。

・他の学校や地域の方にも、上手にコミュニケーションが取れる様になって貰いたい

（人数が少ない環境なので）。

・人との交流の大切さ、年寄りの大切さ（今核家族が多いため）を体や体験を通して

知っていってほしい。これは小さいときでないとムリだと思います。

・男女・年齢問わずに仲良く出来る子供。

・どこへ出ても、どのような場面になっても、自信を持って、自己を表現できる、

・広い視野でものごとを考え、人と接することのできる子に

自然との関わりを
・豊かな自然の中で伸び伸びと素直な子供、

・外で沢山、自然に親しんで欲しいと思います。

・自然に親しみ大切さを知り、健やかに育って欲しいと思います。

バランスのよい子
・今時「文武両道に秀でる」という言葉ははやらないかもしれないですが、心身・智

・学等の備わった人物に育ってほしい。
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お助け隊の皆さんからお寄せ頂いたご意見

1 お助け隊の活動を通して、良かったこと・改善した方が良いことについて

・地域の連携を深め、総合活動を検討してほしい。

・お助け隊結成前から児童達と食農についてわずかながら活動してきた一人です。収穫物

はお金に換えて、使途は別にして、ようやくかなうようになり喜んでいます。一つの目

標でもありました。先生方、大変ですが、身体の続く限りがんばります。

・各隊の皆様とてもよく活動し、学校の花壇、校庭、植木等とても整備され、美しかった。

・８６才の老母にとって３年生のコスモス交流は大変楽しく良い想い出となった。阿鳥川

のコスモス東昌寺の鐘の音、子檀嶺だけの山々を何かの折に思い出してくれと思います

・良かったこと 子供達と交流出来たこと。改善点 絵本を中心とした読みきかせでした

が、５，６年生になるとつまらなくないだろうか？本当は各自で読書に集中したいので

はないだろうか？と思ったことがあります。

・子供とのふれあい

・よその地区、違う世代の方と知り合いになれ、漬物や料理の話も聞けてとてもよかった。

・５，６年生の遠足に参加しましたが、例年よりも脚力の低下が感じられました。以前は

事前準備的な体力強化に取り組んでおられたと聞いていますが。

・今年はお助け隊の活動は半日しかできませんでした。皆様の協力で作業がきれいに仕上

がりました。少しの力でも大勢の協力が必要と思いました。

・上田市花と緑のコンクールに応募できたこととても良かったと思います。次回は今年の

経験を生かし参加出来たらと思います。そして地域の会員の方と参加し仕事ができまし

た。特に夏の暑い午前５時半の苗取りには感謝しています。

・子供たちの笑顔をたくさん見る事が出来て、とても良かった。

・普段、近所の子供達と話したりする機会が少ないので、顔と名前が一致したり行き会っ

た時にあいさつができるので良いと思います。

・全く活動する機会がなく残念でした。

・子供達と朝の会話ができること。先生に対して、もう少し言葉づかいをていねいにして

ほしい。

・校庭手入れは子供たちと一緒にしたい。

・子どもたちとふれあえてこちらも元気をもらえた。力仕事系のお助け隊には、お父さん

方にもっと参加していただけると助かる。

・楽しく活動できました。

・学校のご理解ご支援のおかげで楽しく活動できました。ありがとうございました。お助

け隊全体としても、自分の入っている隊としても、人数が増えるといいと思います。だ

れもが気軽に自分の特技などを生かして、楽しく活動できるといいと思います。

・お助け隊として、しっかりやってもらっているので良いのではないかと思う。

・他学年の子どもたちとの交流ができたことが良かった。

・今年もコーラスに参加できて良かったです。来年は 6年生と一緒に歌いたいです。

・初めての体験に関心を持ってくださり、楽しんでくださる姿は感動的です。あまりにき

ちんと礼儀正しいので、私の方が惑います。

・子どもたちが一生懸命取り組んでくれたこと、とても良かったと思う。

・先生方も見ているだけでなく、子どもたちと一緒に取り組んでいたことが良かった。

・指導する側の一方通行でなく、子どもたちとの会話をする時間がとれると良いと思った。

・クラブ活動では、授業では見ることのできない子どもたちの姿が見られた。改めて、園

子を見ることができたのは良かった。スポーツは、学校にある道具でできるものだけに

した方が良い。あるいは、人気があれば購入も検討していただきたい。

・学校へ通っている子どもたちがいなくても、協力してもらえたらいいと思う。

・子どもとのコミュニケーションはもちろん、普段あまり話すことのない人たちと何かで
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きることはうれしい。

・自分の子どものクラス以外の子どもとも交流が持てて良かった。

・学年によって差異があるが、集中力のあるクラス、雑然としたクラス、進歩しているク

ラス、実にいろいろな特色があることを実感させられました。先生のご苦労がしのばれ

ます。

・学校の様子がわかって良かった。

・アンケートの集約について…近所の子どもへは、当自治会は難しい。子どもが少ないの

で。

・地域の人と話ができて楽しかった。

・作業に出席できる人数が少なく、大変なこともあった。

・自分で育てた苗を用意したり、連絡等、宮原さん、林さん達にお世話になりました。

・幅広い年代で活動していますが、勉強になることも多く、楽しく参加できました。（花

作り隊）

・母校でもあるので、子どもの頃の話ができて、良かったです。（年寄り仲間と）

・お助け隊の事務局をお助け隊の中に作り、学校の負担を軽減する。

・家庭の事情もあり、活動に協力できず申し訳なく思っておりますが、いつもご尽力いた

だいている方々に感謝しております。

・今年は都合により参加できませんでしたが、以前コスモスさかせ隊で関わりました時は、

私たちと話し合い、体を動かす子どもたちを見て、ほほえましく感じました。

・子どもたちの様子が日頃から見ることができることがうれしく思います。地域の皆さん

の繋がりも大切な事だと思いました。

・1回しか参加できず申し訳ありませんでした。
・小学生の実態がわかって良かった。

・自主的な活動になっているかどうか。続けるためには、負担感があると難しい。

・遠足一緒に行き隊に入っていますが、他のお子さんと一日一緒に過ごすことにより、自

分の子を客観的に見られるようになりました。もっと多くの保護者に参加していただき

たいです。

・子どもたちから、元気をもらうと共に自分自身も規則正しい生活のリズムができたこと。

参加者の増を期待します。

・児童の皆さんと大変親しくなったこと。会うと声をかけてくれること。

・校庭手入れ隊で、運動会前に校庭の砂まきをしました。参加人数が少ない上、若者（２

０～４０代）が少なく大変でした。

・自分の子どものクラスだけでなく、他のクラスの子どもたちとも接することができて楽

しい。

・クラブ活動…子どもたちの希望を聞き、活動した。子どもたちは意欲的だった。阿鳥川

の調査では、時期が遅くなり水が冷たく寒く、風邪をひいた子どもがいたようでいけな

かった。

・学校支援（算数）子どものやる気十分良かった。

・児童達が、算数の問題をやって持ってきたものが正当かどうか採点し、励ましたり、ま

ちがいを指摘しています。児童達が張り切っていることをとてもうれしく頼もしく思っ

ています。できたら、新しいことを指導している様子を見せてもらえたらと思います。

・３年生とコスモスを植えて、秋咲かせるまで一緒に育ててきましたが、とても元気をも

らいました。８０歳をすぎてしまいましたが、また来年も頑張ってやりたいと思う。

・私の直接関係する「歴史」「地域巡り」は、私たちでは企画しづらく、実施できない。

このような状況から、学校側で特別に企画されたときに、私たちにも手伝わせてほしい。

子どもたちと一緒になって作業すること自体は楽しい。

・お助け隊員の数が少ないので、都合で休むときには、出席する肩の負担が多くなり、申

し訳ないと思ってしまう。（隊員の高齢化もあり）
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２ 来年度への提案について

・現状で十分活動できていると思う。

・浦里小は、他の小学校よりもいろいろなことを頑張ってやっているので、今まで通りで

良いと思う。

・学校自体の部門に対し、全体的な活動へ繋がる活動を指導していってほしい。

・「大麦を原料とした食飴の作り方」作付面積などは子どもたちの負担になるので、米・

野菜作り隊に任せていただき、材料の提供、大麦の生長観察くらいはしてほしい。

・習得したことを発表できる機会があれば良いと思う。

・浦里小学校ならではの音楽活動ができれば良いと思う。

・学習の成果や困難点、ミスの理由等、わかっている人が○×等をつけるべきと思う。「○

つけ隊」は、一考を要す。

・心の教室が今はないので、授業に参加できない子、学校を休んでいる子、学校と関われ

るきっかけとして、花を植えたり、種をまいたり、そんなときには声をかけてみてあげ

てはどうでしょう。

・川遊び、虫採集で、ビオトープを体験する。

・放課後、体を動かす遊びや宿題を見る等

・1 年生の書き方が大切。どこに原因があるのかわかりませんが、えんぴつの持ち方がほ
とんどでたらめ。かつて、センター試験の監督をする人が、「いつの頃からか、答案に

記入する音が摩擦音から打音に変わった。」と書いていました。

・来年はイベントに合わせたバザーを企画しているそうです。役員の数が減少し、負担増

が予想されます。お助け隊に、「イベント成功させる隊」を作り、保護者を中心として、

（来年の役員でない保護者）に多く参加してもらえたらいいと思います。

・運動会は、地域の人がもっと参加できる企画があっても良いと思う。（特にお助け隊の

皆様の）

・先生のご指導がよく、料理も始まりの第一回目くらいは、グラムを測ってくださいと思

ってもなかなかできませんでしたが、三回目くらいからよく覚えて、てきぱきとやるし

片付けも早くできるようになりました。いつか大きくなっていろいろなことにぶつかっ

たときに思い出してお役に立つと思います。

・土曜塾の充実。学習に直結する活動。そろばんのような、例えば英語、百人一首、読書。

・クラス１５～１６人が同じ目標を目指す教育から、ひとり一人が自分の課題を持ち、そ

れに向かって努力する。このような教育が大切かと思う。少人数学級で可能かと思う。

・収穫祭の折、中庭でお釜で火を燃やして、カレーを作り、ご飯を薪で焚き、昔を思い出

し、とても懐かしく、子どもたちの良い思い出になったと思います。

・長年、地域で生活してきたので、地域のことがわかる利点があり、それぞれの部落（自

治会）のことは、聞けばわかると思われ、うまく活用できれば。

・学習活動体制は、非常に充実していると思う。今後、土曜塾（こまゆみ教室）のさらな

る充実を図るのが望ましい。そのためにも地域人材の掘り起こしが必要。

・都合がつかず、あまり参加できずすみません。

３ 学校運営全体、子どもたちへの願い

学校職員へ

・先生の説明、話が多すぎる。もっと子どもたちに考えさせ、任せるところは子どもに任

せることが大切。間を大切に。

・学力レベルの高い子どもを伸ばせる学習指導。

・学校目標の具現化を日々の授業で教師はどのように実践しているか。仮説を立て、実践

し、評価する。このようなことを大切にしたら良いかなと思います。

・少人数のデメリットをメリットに変えられるように工夫したいです。メリットの方が多

いはずです。

・一人一人皆願いは違います。長欠の児童、学習が遅れている児童が０になるようにお願
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いします。

・今社会が求めている人材を育成していただきたい。

・少し気になっていることは、意見や答えを言うときにやや声が小さい児童がいることで

す。間違ったら困るという気持ちにならないよう指導をしてもらい、みんなに聞こえる

声で発言してほしい。

・全体的に見て、おとなしい子どもが多いと思う。声を大きく出す運動が必要かも

・通学路ですが、車が通るとき、狭い道では一列になってしっかり止まるようにしてくだ

さるとありがたく思います。（一列でも広がりながら歩いている場合困ってしまいます。）

・下校中、本を読みながら歩いている子が何人かいて、危険を感じます。周りが見えてい

ないので、挨拶もできていません。

・運営における学校の立場・内容等についての理解が子どもたちが得られているか疑問で

あり、児童数の減少について保護者共々考えていってほしい。

・「だより」だけでなく、各自治会の総会等で、委員から運営の方針などどんな委員会な

のか説明または報告してほしい。

・子どもたちもその日の気分もあると思いますが、大きな声で挨拶をしてほしいです。元

気が少しないように思えます。よくできる子どももいます。

・挨拶がやや少なくなっていたかなと思う。

・小規模校の良さが学校運営全般に出ていてとても良いと思う。

・子どもが活躍している姿をもっと見たい。マラソン大会は良かった。時期は 11 月ごろ
か運動会の中に入れると良い。

・金管バンドを立ち上げ、コカリナや太鼓などとコラボしている姿もいいなと思う。無理

かな。

・コミュニティースクールを継続し、今の学校運営を続けてほしい。

・学校から地域への情報は大変熱心にされていると思います。保護者、地域の願いには十

分応えていただいていますが、そこは、どうしても伝わらないところがあると思います。

・学校情報は、地域の人には意外に伝わっていないと思う。情報伝達方法、学校便り等の

配布方法を考えた方が良いのでは。

・浦里小学校が続くこと。子どもたちが加えること。児童と共に食事をし、会話をしたい。

学力向上。少人数の学校を存続するため、アピールするポイントはこれしかないと思う。

・緑の募金のおかげで学校に緑の潤うが戻りつつあると思う。

・時々学校へお邪魔させてもらっていますが、校長先生を始め、先生方が緊張感を持って

生き生きして行動されている姿に接し、地区の住民として大変ありがたくうれしく思っ

ております。本当にご苦労様です。

・浦里小学校に関係する地域の人たちが、スポーツや野菜･米作りなど多分野で子どもた

ちを支援している。今後も今の状況を更に発展させ tりきたい。
・学校の行き帰りの挨拶は、皆よくやってくれ、気持ちが良い。長く続けてもらいたい。

・子どもの減少でさびしいと思いますが、元気であいさつもできとてもよい。

・少人数でも中学に行き、とても活発に活動していると聞きます。先生方のご苦労があり、

ありがたいです。


