
学校教育目標 豊かな心をもち 生き生きと自分のよさを発揮できる子どもの育成

やさしい子ども つよい子ども 生き生きと学ぶ子ども
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東 湖 平成２７年３月５日発行

先日はお忙しい中，学年末ＰＴＡにおいでくださいましてありがとうございました。子ども

たちはこの一年間で心身ともに大きく成長しました。授業参観では，その一端をご覧いただく

ことができたのではないかと思います。

当日の午前中にＰＴＡ文化研修部の皆様がお雛様を飾ってくだ

さいました。子どもたちも休み時間などにうれしそうに眺めてい

ます。ありがとうございました。また，学年部ＰＴＡ活動として

４年親子レク「1／2成人式」も行われました。計画や準備あり

がとうございました。

3月6日には，環境部の皆様が中心

となって椅子のキャップ付けが行われる予定です。

ほかにもＰＴＡ全体会でご報告いただきましたように，保護者

の皆様には様々な面でご支援・ご協力をいただきました。お陰様

で充実した1年となりました。深く感謝申し上げます。

インフルエンザ感染拡大防止のため，3月3 冬の体力作りの一環と

日・4日の2日間，1年生を学級閉鎖しました。 して取り組んでいるなわ

1年生は今日から登校しておりますが，ま とびの成果を発表し合う

だまだ油断はできません。 集会を開きました。全員

引き続き，手洗い・うがいの励行，人の多 が前とびと自分の選んだ

く集まる場所への外出はできるだけ控えるな 「セレクト技」に挑戦し

ど，体調管理には十分ご注意ください。また， ました。その後，３年生

体調が悪い場合は早めに受診されることをお 以上の代表による「すご

勧めします。 技」の披露がありました。

集会後も，先輩や友達の「すご技」にあこ

がれて練習したり，教え合ったりする姿が見

6年生を送る会 ・ られました。

スクールガードに感謝する会
3月4日に予定していましたが，3月6日に

延期しました。日程の変更はありません。

送る会 10：25～

感謝する会 11：30～

潟上市立東湖小学校



今年度の保護者アンケート結果につきまして，次のように報告いたします。

回収率は100％でした。アンケート結果やお寄せいただいたご意見等につきましては，全

教職員で協議しました。今後の学校経営に生かしたいと思います。ご協力ありがとうございま

した。

評価【Ａ：そう思う 4点 Ｂ：おおむねそう思う 3点 Ｃ：あまり思わない 2点 Ｄ：そう思わない 1点】

評 価 内 容 評 価 昨年度

（関連項目）

家庭での様子について

1 お子さんは，学校に行くのを楽しみにしていると思いますか。 3.4 －

2 お子さんは，困っている人を進んで助けるなど思いやりの心が育っていると思いますか。 3.1 －

3 お子さんは，早寝早起き，朝ご飯を食べるなど健康に心がけた生活をしていると思いますか。 3.2 －

4 お子さんは，毎日家族と話す時間があると思いますか。 3.6 －

5 お子さんは，家庭や地域などで約束やルールを守っていると思いますか。 3.2 －

6 お子さんは，家庭や地域，学校できちんとあいさつしていると思いますか。 3.3 －

7 お子さんは，家庭学習に進んで取り組んでいると思いますか。 2.9 －

学ぶ意欲と学力を高める実践について

1 分かりやすい授業になるように心がけていると思いますか。 3.4 3.3

2 基礎的・基本的な内容が身に付くような指導をしていると思いますか。 3.4 3.2

3 話合いや一人一人の発表を重視した授業が行われていると思いますか。 3.4 3.3

4 個に応じた指導や学ぶ意欲を高める指導を工夫していると思いますか。 3.3 3.2

5 学習コーナーや教室環境など，学習環境の充実に努めていると思いますか。 3.4 3.2

豊かな心を育む教育活動の充実について

1 友達を思いやり，認め合う心を育て，心のかよう学級づくりに努めていると思いますか。 3.3 3.2

2 一人一人を理解し，いじめや問題行動のないように適切な指導をしていると思いますか。 3.2 3.1

3 あいさつや基本的生活習慣の指導をよくしていると思いますか。 3.5 －

4 読書環境を整備し，読書の推進に努めていると思いますか。 3.4 3.3

5 異学年集団（縦割り班）活動や児童主体の活動が充実していると思いますか。 3.6 3.5

健康・安全指導の徹底について

1 校内外での安全指導の徹底に努めていると思いますか。 3.4 3.3

2 保護者・地域・関係機関と連携し，事故防止に努めていると思いますか。 3.5 3.5

3 体育的行事を生かし日常的な体力づくりが行われていると思いますか。 3.4 3.2

4 家庭と連携し，基本的生活習慣が身に付くようにしていると思いますか。 3.3 3.2

5 交通安全教室や避難訓練，防犯教育など，命を守る指導に努めていると思いますか。 3.6 －

地域に開かれた特色ある学校づくりについて

1 地域の素材や人材を積極的に活用していると思いますか。 3.6 3.4

2 地域との交流活動の充実に努めていると思いますか。 3.6 3.4

3 学校には，気軽に連絡や相談できると思いますか。 3.3 －

4 近隣の園・小・中学校と連携した教育活動の充実に取り組んでいると思いますか。 3.3 3.2

5 校報や学年便り，ホームページによる教育活動の公開と情報発信による信頼された学校づ 3.4 3.2
くりが推進されていると思いますか。

※「－」は昨年度未実施項目



積雪時の火災発生を想定して，避難訓練を 宮崎県五ヶ瀬町教育委員会の皆さんが７名

行いました。冬期間の避難訓練の際には，放 来校されました。学

送や先生の指示をよく聞いて落ち着いて行動 力向上について情報

する，押さない，走らない，しゃべらない， 交換をしたり，本校

戻らないという基本事項に加え，避難経路の の子どもたちの学習

足もとや頭上の雪，氷の状況や，防寒着を着 する様子を参観され

るのか，持つのかなど，積雪時ならではの注 たりしました。

意事項もあります。

積雪の心配は少なくなりましたが，災害は

いつどこで発生するか分かりません。日頃の ３・４年生がそろばん学習をしました。今

訓練を通して自 年も珠算教育連盟秋田県支部長でもある大場

分の命は自分で 先生にそれぞれ指導していただきました。

守ることのでき 一珠，五珠，定位点などの名称やそろばん

る力を付けてほ の使い方，鉛筆の持ち

し い と 思 い ま 方などをていねいに教

す。 えていただき，足し算

や引き算の練習をしま

した。４年生は「兆」

5・６年生がＮＴＴ東日本秋田支社の方を などの大きな数や小数

お招きして「ネット安全教室」を開きました。 点以下の数の入れ方を

パソコンや携帯電話，スマートフォン，通 教えていただきました。

信機能付きゲーム機など，身の回りには便利

で楽しい機器があふれています。しかし，使

い方を誤ると，大きなトラブルに巻き込まれ

ることもあります。具体例をもとに，トラブ 3年生が，アサザプロジェクトの飯島先生

ルに巻き込まれないための注意点や，万が一 をお迎えして，環境について学習しました。

巻き込まれた場合の対応などについて学ぶこ 「生き物とお話をする方法」ということでカ

とができました。便 エルやトンボの体のつくりとすみかの関係な

利な点だけでなく危 どについて楽しく学習

険な面なども知った しました。

上で，ルールを守り， 子どもたちは熱心に

安全に活用してほし お話を聞いたり，発表

いと思います。 したり，質問したりし

て環境について考える

ことができました。

６年生が，秋田北税務署の方をお招きして，

税について学びました。ＤＶＤを見ながら税

金はどんなところに役立っているのか，税金

はどんな種類があるのかなどについて学びま 2月24日に5名全員の評議員の皆様に

した。何億という金額を聞いてもなかなか実 ご出席いただき，学校評議員会を開催しま

感がわきにくいので した。

すが，１億円の札束 授業をご覧いただいた後，学校評価（教

のレプリカ（10kg） 職員，保護者，児童）を基に今年度の学校

を持ってみて，その 経営について協議しました。

重さを体感していま いただいたご意見を今後の学校経営に

した。 反映させていきたいと思います。



6年生は，総合の学習の時間に「未来に向か 文化伝統クラブでお花の

って～12才の自分と向き合おう～」というテ 指導をしてくださっている

ーマでいろいろな学習を進めてきました。 米谷先生・工藤先生からす

先日は，夢をかなえた人，夢に向かってがん てきなお花をいただきまし

ばっている人に学ぼうということで，3人の方 た。かわいいお雛様も子ど

をお招きして「夢に向かって」というテーマで もたちを見守っています。

お話をしていただきました。 玄関に飾らせていただきました。

１回目は，レスリング選手として全日本やア

ジア大会，世界選手権などで数々の輝かしい成

績を収められ，モントリオールオリンピックで

銅メダルを獲得された菅原弥三郎先生を講師に 潟上市天王老人クラブ女性部の皆さんから，

お招きして講演会を開催しました。せっかくの ぞうきんをたくさんいただき

機会ですので，３年生以上の子どもたちも一緒 ました。

にお話をうかがいました。 大切に使わせていただき

目標に向かって努力を重ねられた先生の「夢 ます。

の実現に向けて」と

いうお話は具体的で

説得力があり，子ど

もたち一人一人の心

に強く響いたようで ○健康生活推進顕彰児童生徒

す。メダルもさわら ６年 櫻○ 樹○ 沼○ 舞○

せていただいた子ど

もたち，目が輝いていました。 ○未来の潟上市の環境を守るための標語

秋田味商店長の工藤さんには，昨年に引き続 優秀賞 ５年 児○ 征○

きおいでいただきました。「好きなことを見付 「潟上の湖守ろうぼくたちで」

けて一生懸命にがんばる。それがいつか仕事に

なることもある。」「一生懸命であることは誠実 ○「ごはん・お米とわたし」作文・図画

であること。」「学 秋田県コンクール

校は好きなことと 佳作 ６年 大○ 彩○

出会う場所」・・・

経験をまじえた熱 ○男鹿潟上南秋新人ミニバスケットボール大会

いお話に子どもた 女子 第３位 東湖スポーツ少年団

ちは引き込まれて 男子 第３位 天王男子ﾐﾆﾊﾞｽｽﾎﾟｰﾂ少年団

いました。 （４年 米○ 碧○）

最終回は，男鹿消防署天王分署から消防士の

方をお招きしました。「夢」が「目標」になり， ○寺内小招待ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾌｧｲﾔｰｶｯﾌﾟ大会

その実現のためにどのように努力したのか，仕 敢闘賞 天王男子ﾐﾆﾊﾞｽｽﾎﾟｰﾂ少年団

事に対する思い，日々の訓練の様子などについ （４年 米○ 碧○）

て写真や動画をまじえてお話しくださいまし

た。夢をかなえてからも新たな目標に向かって ○書友社書き初め展

日々 努力し続けて 金賞 ２年 上○ 桜○ ３年 大○ 有○

いる 方のお話をう ４年 上○ 桃○

かがい，「仕事」に 銀賞 ２年 武○ 優○

対す る思いを新た 銅賞 ５年 菊○ 愛○

にしたようです。 入選 ５年 鎌○ 真○ 三○ 萌○


