
 

 

 

 

 今年も残すところわずかとなりました。何かとあわただしい時期ですが、子どもたちが、落ち着

いてこの１年間を振り返り、新しい年への希望をもてるように、私たち教職員も頑張っていきたい

と思います。皆様、よい年をお迎えください。 

 

 

 

 
２年生 校外学習（町探検） （９日） 

 １１月９日、２年生の町探検が行われました。生活科の学習の一環として、自分たちが住む

町を探検し、様々な場所やもの、人に出会いながら町への親しみと愛着を深めることを目的に、

学区内３２か所の事業所を訪問しました。新たな発見も多く、自分たちが住む町への理解を深

めることができました。 

 

 

 

 

 

４年生 校外学習（学区調査） （１０日） 

 １１月１０日、４年生の学区調査が行われました。総合的な学習の時間で行う「安全マップ

を作ろう」という学習の一環として、学校周辺を観察・調査しました。この活動を通して、安

全に生活していこうとする態度を育てることをねらいにしています。公園や通学路で、どのよ

うな場所が危険なのか考えながら調査することができました。 

  大切にしたい「掃除」 

校長  石見 孝男   

 

 今年の秋は、二つの台風が相次いで日本に接近したことから、校庭の木々も例年に比べて葉を落とす時期が

早かったように思います。この時期の掃除で大変なのは、何といっても外掃除。落ち葉の量もさることながら、

アスファルト舗装に貼りついたイチョウの葉、シャープペンシルの芯のように細かいヒマラヤスギの小枝、…。

このような葉が、低木の間にも入り込むことから、掃除は容易ではありません。今は、本校のシンボルツリー

でもあるせんだんの木の実が、パチンコ玉のように地面に広がり、熊手の間からこぼれながらも子どもたちは

一生懸命に掻き集めています。 

 外掃除は、３年生以上の学年に割り振られていますが、落ち葉が多ければ決められた掃除の時間以外にも、

登校後すぐに自分たちの分担場所の掃除を始める子どもや、高学年になれば下学年の子を助けたり委員会活動

として取り組んだりする子どももいます。始業前の１０分、２０分の時間を大切にして働いた子どもたちの残

した熊手の跡に、大変すがすがしい思いがしています。 

 さて、日本では当たり前のように行われている子どもたちの掃除ですが、海外、とりわけ欧米諸国では、学

校の掃除は専門の清掃員が行うのが一般的であるため、驚きの目で見られているようです。「学校をきれいに

することを教えられるし、ものを大切に扱うようになる。」「学校で掃除を教えているから日本の街はきれい

だ。」と日本の掃除について賞賛する意見がある一方で、「それは、清掃員の仕事。子どもに労働させること

は虐待に近い行為だ。」とする意見もネット上には見られるほどです。 

 掃除は、学習指導要領では、特別活動のうち「日常の生活や学習への適応及び健康安全」に位置づけられた

正規の教育活動。当番活動の役割や働くことの意義を理解させ、学級や学校に貢献していることの実感を味わ

わせるとともに、公共の精神や社会性の育成などもねらいとしています。 

 そして、このようなねらいには、学校だけでなく家庭での掃除によっても近づくことができます。そろそろ

年末の大掃除をとお考えのご家庭も多いことでしょう。「こんなところにほこりが溜まりやすいんだ」「換気

扇ってこうやって掃除するんだ」「霧吹きで障子紙がピンと張るんだ」といった思いは、実際の体験があって

こそのこと。将来、子どもが自立した家庭生活や社会生活を営むには、掃除は必要不可欠な能力といってもい

いでしょう。 

 家族みんなで力を合わせて大掃除をした後に迎えたお正月は、きっと一年 

の始まりにふさわしい清新な気分で満たされるにちがいありません。 

 そうだ、わが家も…。 

旭市小学校音楽会に参加しました！ 

１１月９日（木）に旭市小学校音楽会が開催され、音楽部が参加しました。今年度は、個人

の技能を伸ばし楽器演奏を楽しむために、特に基礎練習に重点を置き、朝や放課後に練習を重

ねてきました。当日は、東総文化会館の大きなステージで「眩い星座になるために…」という

難易度の高い曲を演奏し、子どもたちの心に残る演奏になったと同時に、聴いてくださった方々

に感動を与える演奏を行うことができました。講師の先生方からは、「ダイナミックで特徴を生

かした良い演奏でした」「それぞれの楽器が、その魅力を発揮できる奏法を努力している姿が、

胸にせまりました」等の講評をいただきました。楽器演奏の 

基礎を大切にし、地道に練習を重ねてきたことが、素晴らし 

い演奏につながりました。 

体育館改修工事のため、壮行会が行えず、全校児童の前で 

の演奏はできませんでしたが、１月１５日に予定されている 

音楽集会で全校児童に披露する予定です。保護者の皆様も、 

子どもたちの演奏を楽しみにしていてください。 
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 評　　　　　価　　　　　内　　　　　容 H29前期（％） 評　　　　　価　　　　　内　　　　　容 H29前期（％） 評　　　　　価　　　　　内　　　　　容 H29前期（％） 評　　　　　価　　　　　内　　　　　容 H29前期（％）

(1) 学年の目標（がんばること・マニフェスト）を知っている。 88.4%
学校は、保護者に教育目標や経営方針・重点をわかりやすく伝

えている。
92.4%

学校教育目標および学年教育目標を意識して指導を行ってい

る。
97.6%

(2) 学校は、子ども一人一人の成長を大切にしている。 93.1%
子どもを第一に考え，個の伸長を図る視点を持って指導に当

たっている。
100.0%

(3) べんきょうは，たのしいですか？ 90.5% 毎日の授業は，楽しい。 84.6% 子どもの学習への取組は概ね満足できる。 78.5%
分かる授業，魅力ある授業を意識し，教材研究を行って授業に

臨んでいる。
92.1%

(4) 本をよむことはすきですか？ 89.9% 本を読むことは，好き。 83.3%

(5) 家で本をよんでいますか？ 65.0% 家で本を読んでいる。 68.2%

(6) べんきょうのじかん，先生のはなしは，わかりやすいですか？ 95.9% 授業中，先生の話はわかりやすい。 93.5%
学校は、確かな学力を身に付けさせるために熱心に取り組んで

いる。
88.6%

主体的・対話的で深い学びに向けて，授業の見直しおよび授業

改善を行っている。
78.9%

(7) しゅくだいは，わすれずにやっていますか？ 96.5% 家庭学習（宿題をふくむ）に，進んで取り組んでいる。 87.0%
学校は、家庭学習を身に付けさせるために家庭と連携して取り

組んでいる。
83.5% 家庭学習の指導をしている。 90.9%

(8) がっこうでつかうものをわすれずにもってきていますか？ 88.8% 持ち物や提出物の忘れ物は、ない。 81.3%

(9) じぶんからともだちや先生にあいさつをしていますか？ 90.7% 自分から，友達や先生，地域の人にあいさつをしている。 86.5%
子どもは、あいさつ（校内で会った時・先生や友達・登下校中地

域の人に）がよくできている。
80.0% 来校者に対して進んで挨拶ができ，適切に対応できている。 100.0%

(10) がっこうのきまりをまもるようにしていますか？ 96.2% 学校のきまりややくそくをまもって生活している。 96.5%
子どもは、道徳的な考えやマナーやルール等が身に付いてい

る。
86.6% 学校の決まりや約束を理解・認識して指導している。 97.6%

(11) ともだちのいやがることをしないように，きをつけていますか？ 96.3%
友達のいやがることは，言ったりやったりしないように気をつけ

ている。
95.7%

学校は、教育相談などを通して、子ども理解に努め、豊かな人

間関係づくりに熱心に取り組んでいる。
89.0% 教育相談等，子どもと話す時間を積極的にとっている。 87.5%

(12) あかしろぼうしをかぶって，そうじをがんばっていますか？ 98.9% 赤白帽子をかぶって，そうじをがんばっている。 97.3% 学校は、働く気持ちをはぐくむために熱心に取り組んでいる。 88.3%
清掃の仕方や係・委員会活動を具体的に教え，取り組みを支

援・指導している。
95.1%

(13) たいいくや休みじかんは，すすんで体をうごかしていますか？ 90.7% 体育の時間や，休み時間など，進んで体を動かしている。 81.4% 学校は、体力を向上させるために熱心に取り組んでいる。 91.5%

(14) はやね・はやおきをして，あさごはんを食べていますか？ 91.0% 早ね・早起き・朝ご飯をいしきして生活している。 87.9%
学校は、健康維持・増進のために家庭と連携して取り組んでい

る。
87.9%

5 危機管理 (15)
とう校や下校には，こうつうじこやふしんしゃにきをつけています

か？
97.7% 交通事故や不しん者に気をつけて登校や下校をしている。 94.6%

学校は、危機管理（不審者対応・交通事故防止・防災対応等）

の意識向上のために取り組んでいる。
91.1%

危機管理（不審者対応・交通事故防止・防災対応等）について

日頃から指導している。
92.7%

(16) がっこうは，たのしいですか？ 93.7% 学校生活は，楽しい。 89.4% 学校は、安心・安全に生活できる場所になっている。 94.5% 安全で安心して生活できる学習の場になっている。 92.5%

(17)
ともだちや先生とはなすときは，ていねいなことばづかいをして

いますか？
94.8%

ちこくをしないように気をつけたり，時と場に応じた言葉づかいを

している。
95.1%

学校は、基本的な生活習慣（時間を守る・言葉遣い・態度等）へ

の指導を、適切に行っている。
90.3%

基本的な生活習慣（返事・あいさつ・かかと）が図られるように意

識して指導している。
97.6%

(18) こまったことは，先生にはなすようにしていますか？ 80.1%
いやなことやこまったことがあると，そのままにしないで，先生

に話をするようにしている。
69.0% 学校は、子どもの悩みや相談に適切に対応している。 88.2%

子ども理解のために手立てを講じ，悩みや相談等に親身に

なって対応している。
100.0%

(19)
学校の施設や環境は、教育の場にふさわしく、清潔で整理整頓

され、安全が行き届いている。
85.5%

教育の場にふさわしい安全で清潔な環境（教室・施設等）づくり

に努めている。
97.6%

7 特別支援 (20) 学校は、個に応じた適切な指導と必要な支援をしている。 93.7%
児童一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導と必要な支

援をしている。
82.9%

(21)
学校は、子どもの様子がわかるように、電話や訪問等でこまめ

に連絡をしている。
82.8% 子どもの良いところを全ての家庭に電話連絡している。 45.5%

(22)
学校は、学校の様子がわかるように、たよりや連絡帳、保護者

会等で情報を伝える努力をしている。
90.6%

学年だより・学級だより等により，子どもの様子を積極的に家庭

に伝えている。
94.3%

(23)
学校やPTAの行事内容（授業参観・学校公開・保護者会等）は

概ね満足できる。
90.3% 保護者との連携（電話，訪問，連絡帳）を図っている。 97.4%

(24) 困ったことがあった時に学校に相談できる。 86.1% 家庭と協力して子どもの成長を考えて、指導に当たっている。 91.9%

80.0%

平成２９年度（前期）　学校経営評価集計結果 【「％」の数字は，肯定的な意見（４…よくできた，３…できた）として回答した割合】

保護者 教職員

60.1% 読書の魅力や効果について指導している。
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　今回の保護者アンケートでは、各設問の評価の他に、中央小をよりよくするためのご意見等をいただきました。ありがとう
ございました。
【運動会】
　・運動会の席取りについては、改修工事のため体育館が使えない中ご迷惑をおかけしましたが、概ね好意的な意見が多
　　かったです。いただいたご意見については、ＰＴＡ役員の方にお伝えし、来年度に生かしていきたいと思います。
　・運動会の時、トイレが混んでいて、次の競技を控えた児童が困っていた。
　　→安全管理上、開放できるトイレの数には限りがありますが、開放するトイレを増やすなど、混雑を緩和するために
　　　検討していきたいと思います。
【あいさつ】
　・中央小の児童はあいさつが苦手なようで、少しさびしいです。
　　→課題にも書きましたが、あいさつ運動や職員からの声かけ・指導などの取組を強化していきます。
【全校集会】
　・賞状は、全校集会の場で校長先生から頂けると、子どもはうれしいと思う。
　　→本年度は、体育館の改修工事のため、全校集会を行うことができませんでした。昨年度は、学校外の活動での賞状
　　　も多く、１年間で６５０枚近い賞状を伝達しました。全校集会以外にも賞状伝達のための会を設け、多くの時間を
　　　費やしました。来年度から、新学習指導要領の一部先行実施が始まり、授業時数が増加します。そのため、賞状伝
　　　達の方法について検討していきたいと思います。
【その他】
　　学校からのお便り、子どもたちと職員とのかかわりなどについて、好意的なご意見を多数いただきました。また、学
　習・生活・環境など、様々な視点から多くのご意見をいただきました。ありがとうございました。今後もそれらの内容
　について検討し、家庭・地域の皆様と連携しながら、よりよい中央小をめざしていきたいと思います。また、個別のご
　意見については、個々に対応させていただきます。

1 教育目標

2
確かな
学力

子どもは、読書の習慣が身に付いてきている。 76.5%

3 豊かな心

4
健やかな
体

体力の増進，健康促進の指導をしている。

6 学校生活

8
家庭との
連携

学校評価アンケート結果について（成果と課題）をお知らせします。
　今年度、本校では、「確かな学力をもち　心豊かでたくましい児童の育成」を学校教育目標に掲げ、「すべては子どもたちのために」を合言葉
に、子どもたちの生きる力の育成に取り組んでいます。
【成果】
　子どもたちは、全体的に「学校生活は楽しい」と感じているようです。学習面では、「授業中、先生の話はわかりやすい」と感じています。ま
た、低学年では、宿題を忘れずにやる意識が育ってきています。生活面では、「学校のきまりややくそくを守って生活している」「友達のいやが
ることは、言ったりやったりしないように気をつけている」と感じています。また、清掃に意欲的に取り組んだり、交通事故や不審者に気をつけ
るなど、奉仕活動や危機管理への意識も高まっています。
　保護者の方も、全体的に「学校は安心・安全に生活できる場になっている」と感じているようです。また、「学校は、子ども一人一人の成長を
大切にしている」「個に応じた適切な指導と必要な支援をしている」では、肯定的な回答が９３％を超え、高い評価をいただきました。今後もこ
の信頼を継続できるよう「すべては子どもたちのために」努力していきたいと思います。
【課題】
　肯定的な回答が、他の項目に比べ低い結果となった内容について、次のように具体的に取り組んでいきたいと思います。
　　学習への取組 … 子どもたちの学習意欲を高め、学習習慣が確立できるよう、子どもが生き生きと取り組む授業に向けて授業改善をさら
　　　　　　　　　　に進めていきます。また、家庭学習の取組についても引き続き指導していきます。ご協力をお願いします。
　　読書の習慣　 … 家庭での読書を奨励するため、引き続き家庭読書デーを設け、家庭で読書する気持ちを育てていきます。さらに、新刊
　　　　　　　　　　図書の紹介を一層充実させ、読書への意欲を高めていきます。また、「読書賞」の取組では、学校で読んだ本だけでは
　　　　　　　　　　なく、家庭で読んだ本も記録しています。ご協力をお願いします。
　　あいさつ　　 … 学年が進むにつれ、あいさつができる児童が減っています。学校では、あいさつ運動や職員からの声かけ・指導などの
　　　　　　　　　　取組を強化していきます。家庭・地域でも大人が進んで手本を見せるなど、ご協力をお願いします。
　　相談体制　　 … 子どもが嫌なことや困ったことがあったときに相談しやすい雰囲気をつくるため、引き続き、生活アンケートや教育相
　　　　　　　　　　談を行っていきます。ご家庭でもお子様の様子等で気になることがあれば、学校にご連絡ください。
　　家庭への連絡 … 子どもたちの良いところや学校での様子が多くの家庭に伝わるよう、こまめに連絡していくことを再確認します。


