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明日１５日（木）は、
今年度最後の PTA！

水 明

どうぞおいでください。お待ちしています。

平成３０年２月１４日

１４：３０～１４：５０ ＰＴＡ全体会

＜学校教育目標＞

よりよく生きる

～ 夢

笑顔

１４：５５～１５：３５ 学級懇談

学ぶ瞳 ～

（各教室）
（食堂）
（各教室）

１５：４０～１６：２０ ＰＴＡ役員全体会（食堂）

＜こんな子どもに＞
やさしい子

１３：４０～１４：２５ 授業参観

１６：２５～ ＰＴＡ専門部文化部会（４Ａ教室）

かしこい子 たくましい子

子どもの声でつくる！「魅力ある学校」「居場所と絆のある学校」！
今年度、潟上市の全ての小・中学校で、文部科学省の事業である「魅力ある学校づくり事業」に取り組んできました。
「全ての子どもたちにとって通うのが楽しい学校」「居場所と絆のある学校」を目指しています。
●

みんなで何かをするのは楽しい
あてはまる

この右のグラフ

１年前の３月から
継続して実施して
いる調査です。

授業に主体的に取り組んでいる
あてはまる

どちらかといえば
あてはまる

あてはまらない

あてはまらない

②７月

②

③12 月

③

④３月

どちらかといえば
あてはまらない

①

①３月

は、現５・６年生が
４・５年生だった

●

どちらかといえば どちらかといえば
あてはまらない
あてはまる

※この後、実施します。

合計

④

※この後、３月に実施します。

計

１年前と比べて「みんなで何かをするのは楽しい」「授業に主体的に取り組んでいる」と答えた５・６年生が徐々に増え
てきているものの、今回の調査では「授業に主体的に取り組んでいるとは、あまり言えない」という子どもが、７月の約
９％から約１５％に増えました。きっと、「もっと主体的に学習したい」という「サイン」でもあります。
このような、子どもたちが出してくれる「サイン」から、学校としての努力事項を見直し、子どもたちとチーム飯田川（保
護者、地域）の皆さん、そして、大豊小や羽城中と連絡を取り合って、共に取組を進めてきました。
小・中合同の
あいさつ運動。
大豊さんと一
緒の宿泊学習。
夏まつり…。

共に活動することで「中学生になった
らこんな『自分』になりたい」…と中学生
に学んだり、地域の人の背中から『だれ
かのために何かすることの充実感を教

わったり…、と異年齢交流の中で育っ
てきました。今後も、魅力ある授業づくりと
両輪で走り続ける、子どもたちが達成感を
味わえる学校でありたいと考えます。

＜グラフの見方＞ ３本のうち一番下が今年度です。
よい
おおむねよい
少し不十分
不十分
分からない

H27
お忙しい中、ご回答をお寄せいただき、本当に

H29

ありがとうございました。
集計結果の概要と今後の取組等をお伝えします。
教育目標や教育方針を
分かりやすく伝えているか

H28

0% 20% 40% 60% 80% 100%

めざす子ども像の実現に

郷土（自然・歴史・文化）のよさを

←本校が「よりよく生きる

向けての取組は

子どもたちに伝える取組は

～夢 笑顔 学ぶ瞳～」を
めざして、ふるさと教育を中
心に教育活動に取り組ん
でいることに、昨年より数値
が上がり、概ねご理解いた
だいております。

基礎的な内容が身に付く

複数の教員による指導

毎日の読書タイム(朝 15 分 ←本校の基礎的な学力を

ような指導の工夫は

(ティームティーチング) は

間実施)について

伸ばす「はげみ学習」「全
校漢字・算数テスト」「毎週
の小テスト」「毎日のステッ
プアップタイム」や「読書タ
イム」に、大変よくご理解を
いただいています。今後は

基礎学力向上のための

英語活動 (１～４年生) 、外国 「基礎的な内容が身に付くような指導」「複数の教員による

取組は

語活動(英語：５・６年生) は

指導」をより一層、充実していく必要があります。また、特に
１～４年生の保護者の方々から「英語の時間を増やして欲
しい」とのお声をいただきました。これまで「水明」で紹介し
てきたとおり指導スタッフが増え（毎週、羽城中学校英語
教員が来校）充実してきており、来年度はさらに３・４年生
で年間１５時間の外国語活動を実施予定です。

お子さんは、学校生活や

教職員は、お子さんのこと

教職員は親身になって

いじめのない学校を

活動を楽しんでいるか

をよく理解しているか

相談にのっているか

目指しての取組は

(1)学校で児童や職員から

(2)学校に来た際、児童や ←↑概ね「子どもたちが安心して生活できる学校である」と

明るい挨拶をされるか

職員に挨拶しているか
※上；H28 下；H29

いう数値ですが、「お子さんのことをもっと理解して欲しい」
「親身になって相談できる体制であって欲しい」という考え
をおもちのご家庭もあります。
引き続き一人一人のお子さんに寄り添い、
「認めて伸ばす指導」を充実させていきたいと考えます。

交通安全や不審者対応な 学校内の環境、学習環境 ←「安全安心な学校」という面で、昨年よりさらに評価が上
ど、安全面での指導は

の整備は

がっています。学校の取組だけでなく、保護者や地域ボラ
ンティアの皆さんの見守り、学校周辺や通学路の安全に
ついてのご理解のたまものと考えます。

各行事（「運動会」「修学旅行」「宿泊学習」「学習発表
会」）のもちかたについては、概ねよいとの評価でしたので
ＰＴＡ授業参観やみんなの登

教育活動についての

数値は掲載しておりません。今後も、マンネリ化しないよ

校日(自由参観日)のもち方は

情報発信は（通信、HP 等）

う、毎年、見直しをして、内容の改善を検討していきます。
PTA の持ち方についても、「概ねよい」との結果です。
校報、学年通信、給食だより、保健だより等の通信や
HP,飯田川ならではの有線放送等を用いた情報発信を、
各ご家庭でしっかり受け止め、ご理解をいただいているこ
とに感謝します。

今後、力を入れてほしいのは？上位１０項目 ％

1↑

体験的な学習

38.2↑

2↓

教科の学力向上

36.5→

←昨年は「教科の学力向上」が１位でしたが、今年度、最も多かっ
たのは「体験的な学習」でした。体験的な学習をとおして確かな学
力が定着するよう、努めてまいります。

3→

礼儀や言葉等の指導

32.4↑

4→

英語活動

24.7→

5↑

少人数・個別指導

19.4↑

6↑

道徳教育

18.8↑

ます。「思いやりにかける乱暴な言葉づかいが気になる」「『あいつ』

7↑

福祉・ボランティア教育

14.7↑

『こいつ』『むかつく』『いらつく』などの言葉が横行している」とのご

8→

いじめ・不登校対策

13.5↓

指摘が複数ありました。

9↑

ネット・トラブル対応

12.9↑

「根気強く、まわりの大人が思いやりのある言葉がけをして、その場

10↓

子どもの仲間づくり

12.4↓

で直ちに教えていくことが、より一層、必要になってきている」という

そのほか、「少人数・個別指導」「道徳教育」「「ネットトラブル対応」
「福祉・ボランティア教育」への期待値も昨年より高くなりました。
また、約３分の１の方が「礼儀や言葉等の指導」を期待されてい

危機感をもち、上手に表現し人と関わる子どもを育てたいものです。

＜そのほか、主な自由記述から＞
▲運動会…PTA 保体部の役割、集合を早く。実施時期、もう少し暖かくなってからできないか。
▲生徒指導やいじめの解決には、先入観をもたないことはもちろん、加害・被害の双方の意見だけ
でなく、中立的な立場の子どもにも話を聴いて欲しい。一方的に決めつけた指導にならないように。
▲挨拶しない、返事が返ってこない、という場合がある。
○前よりも挨拶がよくなってきた。背中を向けて仕事をしていても声をかけてくれる姿には感動した。
○子どもが楽しいと行って学校へ通っている。「学校に行きたくない」ということがないし、何かあったら相談し不安を解
消できると安心している。担任だけでなくいろいろな先生が見守ってくれる。
○「夏まつり」を開いていただいて子どもたちは幸せ。「農園展１０連覇」「まちたんけん」など貴重な体験。ふるさとのよ
さを大きくなってから気付くだろう。
○地域の方に本当にお世話になっている。来てもらってばかりなので、子どもたちが率先して地域のために動いて欲
しい。そのときだけのつながりでなく。

このほかにもご提案やご感想等を寄せていただきありがとうございました。
「きょういくは、協育・共育・今日行く！」です。今後とも「チーム飯田川」で育てていきましょう。

・・・・カメラさんぽ・かめら散歩・・・

■健康生活推進顕彰児童生徒表彰
○○ ○○ さん

○○ ○○ さん

■５年社会（1/18） 秋田の報道最前線・ＮＨＫ秋田
放送局と秋田魁新報のさきがけ印刷センターを見学！

２月２日（金）、潟上市・南秋田郡学校保健
大会に域内小・中・高等学校から選出された
「健康生活推進顕彰児童生徒」の代表として

■４年総合（1/22）
アサザ・○○先生と

参列し、表彰状を授与されるとともに、代表謝

環境学習のまとめ。

辞を堂々と述べました。

発表しているのは…

●「このような素晴らしい賞をいただきうれしく

…「かんきょう

思います。

カルタ」！

ぼくは健康委員会委員長として全校のみ

４年生一人

んなが健康に過ごせるように工夫しました。そ

一人の八郎

の一つとして各学年の手洗い場にうがい手

湖の自然を

洗いを呼びかけるポスターを掲示したら風邪

守りたい願い

をひく人が少なくなりました。（○○）」

が、込められ
ています。

●「素晴らしい賞をくださって本当にありがと
うございます。
わたしは毎年行われている持久走大会で
６年間、１位をとることができました。三年の時
から「６年間１位」と目標にして、走る前に水を
たくさん飲まない、自分のペースを覚える、な
どいろいろなことに気を付けました。
ミニバスキャプテンとしての１年間、いろん
なことがあったけれど、まわりのみんなのおか
げで乗り越えてやってきました。（○○）」

「勤勉」「礼儀」「規律」（石川翁のかけ軸から）
よく見て試して考える学校 飯田川小学校
飯田川和田妹川字岩崎 12-12

℡；018-877-2033

■３年社会（1/23） 秋田県立博物館・分館の旧奈良
家住宅で「むかしのくらし」について見学してきました。

