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文責 校長 谷川龍三

子ども達のよい場面を見つけようと学校を回っていた時、雑巾がけをしていた

子が、「雑巾に穴があいた。」と見せてくれました。それが左の写真です。場所は

体育館の渡り廊下。廊下を拭くときに両手で押さえた部分がすり減ってしまった

のです。担当している班は、毎回みんなで床拭きを熱心にしていました。班長を

中心に、誰がどこを拭くのかを決めて時間いっぱい雑巾がけをしていました。一

生懸命に取り組む姿に感心し、私は通るたびに褒めていました。聞いてみると、

班全員の雑巾にこのように穴が開いてしまったのだそうです。

＊

冬休み前集会の時に、この写真を全校の子ども達に見せて、「みんなのために働くこと」について話しま

す。実際に掃除している時の写真や、先日雪が降った時に雪かきボランティアをしてくれた時の様子も紹

介しようと思います。

また、１２月１３日の桔梗タイムでは、６年生が縦割り班のみん

なに「読み聞かせ」をしてくれていました。じっくりと読み聞かせ

を聞く下級生と、一生懸命に読んであげる６年生。心が温かくなる

時間でした。

みんなのために頑張ると、心が優しくなり、多くの人から信頼さ

れます。そして、自分に自信がもてるようにもなります。冬休み中

は、家族のために進んでお手伝いをしてほしいと思います。

３年生から６年生に、アンケートを取りました。【冬休みに楽しみなことは？ 頑張ることは？ 楽しく

するためのこつは？ つまらなくする方法は？】の４つです。楽しみなことはクリスマスやお正月などの

季節の催し物、旅行、部活動、ゲーム、お

年玉など様々でした。頑張ることの第１位

は「勉強、宿題」でした。計画的に取り組

んでほしいと思います。

「つまらなくする こつ」のアンケート

結果から、子ども達は「こうしてはいけな

い、こうなってはいけない」ということを

きちんと理解していることが分かりました。

我慢したり、おうちの人の言うことをき

ちんと聞いたり、計画通り実行したり、相

手の気持ちを考えたりなど、やらなければ

ならないこと、よいと思ったこと、正しい

と思ったことをしっかりと実行できる冬休

みを過ごしてほしいと思います。一番大切

なのは子ども達の「命」です。外出するときなど、お子さんへの声掛けをどうぞよろしくお願いします。

１月１６日の冬休み明け集会に、桔梗野小学校の全員が元気に登校することを心から願っています。

つまらない冬休みはイヤ！

みんなのために！

つまらなくする こつ

・友達とけんかする

・友達にいじわるする

・約束をやぶる

・親におこられる

・けがをする、事故にあう

・宿題をためる、やらない

・万引きをする

・手洗い、うがいをしない

・体調をくずす、病気になる

・きまりを守らない

・遊んでばかり（ゲームとか）

・寝てばかりいる

・サンタさんの正体を見ようとする

・プレゼントをもらわない

・人に迷惑をかける

・ゲーム禁止になる

・ずっと家にいる

・お金をなくす

・もちを食べない



学校行事

１／５日（木）学納金口座振替日 ２／１日（水）ＰＴＡ巡回

１６日（月）冬休み明け集会 ２日（木）委員会活動

５時間授業(14:40下校） ６日（月）学納金口座振替日

１７日（火）漢字・計算コンテスト ７日（火）入学説明会（２９年度新入生）

１８日（水）ＰＴＡ巡回 １年生４時間授業

１９日（木）パワー励み学習 ベルマーク委員会

２２日（日）桔梗野新春もちつき大会・書き初め会 ８日（水）国語テスト

２６日（木）学力検査、パワー励み学習 ９日（木）パワー励み学習

２７日（金）学力検査 １５日（水）ＰＴＡ巡回

１６日（木）パワー励み学習

スケート大会（弁当持参）

２０日（月）えんぶり鑑賞会（※予定）

２２日（水）算数テスト

２３日（木）委員会活動

２４日（金）参観日、食育授業１年

おめでとう！桔梗っ子の活躍

◇青森県小学生交流陸上競技記録会 ◇第６０回ＪＡ青森県小学生書道コンクール

・小学生男子４年１００ｍ 第７位 吉田幸輝 ・書道半紙の部 奨励賞 ２年 相馬佑紀

・小学生女子８０ｍハードル第６位 上野瑠莉香 ◇第１６回鷹山賞児童作品展

・女子４００ｍリレー第６位（甲田、尾﨑、橋本、高橋） ・小学生の部 入選 ２年 辻村希空

◇第６９回市内児童生徒お話弁論大会 ◇第５９回市内児童納税貯蓄作品コンクール

・佳良賞 ６年 髙橋 海斗 ・習字の部 特選 ５年 工藤柚季

◇第１３回むつ市会長杯争奪ミニバス交歓大会 ・習字の部 入選 ４年 山地まな

・敢闘賞 桔梗野小学校女子ミニバスチーム ・習字の部 佳作 ３年 栗田芽咲

◇第４１回隣接小学生野球大会 ・習字の部 佳作 １年 前田優奈

・第３位 桔梗野小学校チーム ◇第８４回東奥児童美術展

・優秀選手賞 ４年 吉田幸輝 ・佳作 ４年 泉田果穂

◇第５回チアーズ杯少年少女レスリング選手権大会 ・佳作 ２年 小向蓮翔

・小学５・６年男子の部 第１位 髙橋海斗 ・佳作 ２年 村上文寧

・小学３・４年女子の部 第１位 髙橋叶実 ◇第７回デーリー東北新聞感想文コンクール

・小学３・４年男子の部 第２位 森越奏翔 ・５・６年生の部 優秀賞 駒澤倖來

・小学１・２年男子の部 第２位 森越景翔 ◇市内小・中学校児童・生徒作曲コンクール

◇第２４回拳隆杯大会 ・おてだま賞 ５年 山端優奈

・組手の部 小学３年男子 第３位 佐々木凰樹 ・銀賞 ５年 相馬輝紀

◇第１７回八戸市空手道選手権大会 ・銅賞 ４年 富永望愛

・小学４年男子重量級の部 優勝 磯沼陸 ・銅賞 ３年 川村莉央

◇青森県選抜少年空手道大会 ・銅賞 ３年 西川咲

・小学４年男子形個人 優勝 後藤零偉 ・佳作 ４年 佐藤渓太

◇保健に関するポスターコンクール ・佳作 ４年 吉浦朝子

・銅賞 ６年 古川愛 ・佳作 ３年 吉田悠人

・佳作 ６年 千舩凜

・佳作 ５年 山端優奈



アンケートのご協力ありがとうございました（Ｈ２８・１１実施）。結果と学校運営に関わるご意見

についてお知らせいたします。

学校評価アンケートの結果から ＜平成２８年１１月実施＞

【学校教育について】 各対象の左欄は４（あてはまる）または３（おおむねあてはまる）の割合

右欄は２（あまりあてはまらない）または１（あてはまらない）の割合

観 点 《 項 目 》 児 童 ％ 保護者％ 教職員自己評価％

１ わかりやすい授業づくりに努めている ９３ ７ ９３ ２ ９３ ７

２ 家で毎日家庭学習をしている ９２ ８

３ 国語テスト前には家庭でも進んで練習している ９１ ８ ６５ ３５

４ 目標の点数をとれた・工夫した取組をしている ８９ ９ ８０ ２０

５ 家庭学習の点検・サインをしている ８２ １７ ８４ １６ ６０ ４０

６ 聞き手を見ながら最後まではっきり話す ＪＳ重点 ８２ １７ ７３ ２３ ６０ ４０

７ 話し手を見ながらうなずきながら聞く ＪＳ重点 ８９ １０ ７２ ２４ ６０ ４０

８ 進んで読書をしている ８９ １０ ５９ ４１ ９３ ７

９ 友達と仲よくしている《生活指導》 ９４ ６ ９４ ４ ８７ １３

１０ 早寝早起き朝ご飯が守られている《生活指導》 ８８ １１ ８１ １９ ８０ ２０

１１ 約束やきまりを守られている 《生活指導》 ９４ ６ ８４ １６ ８３ １７

１２ 聞こえるようにはっきりあいさつしている ９５ ４ ８２ １８ ８７ １３

１３ 学校行事に楽しく参加している《学校行事》 ９５ ５ ９６ ２ ９３ ７

１４ 教育方針や指導の重点が分かりやすい《学校運営》 ８８ ４ ９３ ７

１５ 子どもの良さを認めてくれる《教職員》 ９１ ８ ８８ ５ ９３ ７

１６ 学校や子どもの様子を提供している《広報活動･情報提供》 ９４ ３ ９３ ７

１７ 保護者の意見に耳を傾けてくれる《保護者との連携》 ８２ ９ ８７ １３

１８ 子どもたちの安全を考えた指導･訓練をしている・いじめ防止《安全性》 ９８ ２ ７９ １１ ９３ ７

【考察】

良好な評価が多いものの、気になる評価もいくつかありました。良好な項目としては「１

わかりやすい授業づくりに努めている」「１３学校行事に楽しく参加している」は、児童・

保護者・教職員の三者とも肯定的評価が９０％を超える結果となっています。

一方、児童と保護者の評価結果に差が見られたのは「３国語テスト前には家庭でも進んで

練習している」「８進んで読書をしている」の項目です。児童の満足する水準と、保護者の

要求する水準に食い違いが見られます。学校からも学年の発達に応じた目安をお知らせしま

す。家庭と学校が連携して、児童の頑張りを認めながら育てていきたいと思います。

また、上記の評価結果に現れていませんが「１８子どもたちの安全を考えた指導 ･訓練を

している・いじめ防止《安全性》」の質問に対し「わからない」とする保護者の回答が１０

％を超えていました。「安全な学校・いじめのない学校」は、最優先で取り組んでいる事項

です。保護者の皆様からより理解を得られるように、さらなる情報発信に努めていきたいと

思います。

今後も保護者や地域の方々の声に耳を傾けながら、「学校と共に、保護者と共に、地域と

共に」をキーワードに子どものより良い成長に努めてまいります。これからも、桔梗野小学

校の教育活動に対するご理解とご協力をよろしくお願いします。

お忙しい中アンケートにご協力いただきありがとうございました。



【その他 保護者の皆様からのご意見と学校からの回答】

○子どもが毎日楽しく過ごせるのもやはり学校で小さいトラブルがあっても先生方が素早く適切に対応し

てくれているからだと思います。ありがとうございます。

○担任には、親の知らない子どものよい所を教えてもらいました。これからも長所短所をしっかりと把握

した教育に努めて頂き、一緒に子どもを見てもらいたい。

○先生方には、いそがしい中、丁寧に指導していただいていると思います。勉強の他、部活動等も楽しん

でやれているようです。ありがとうございます。

１ 帰宅後の生徒指導について（マナー、あいさつ、自転車の乗り方、キックボード 等）。

放課後や休みの日の過ごし方については、学校でも機会あるごとに指導をしています。私たち教員は、

指導はその場・その時だけのものではなく、いつでも、どこでも児童が自分から意識して「できる」よ

うにさせなければならないと考えております。もう一度、児童の実態を把握した上で、児童自身が「な

ぜ」守らなければならないのかを考え、しっかりと判断できるように指導していきたいと思います。ご

家庭でのご協力もお願いいたします。

２ 奉仕作業のお知らせを早く知らせてほしい。

ＰＴＡ活動に対する前向きなご意見ありがとうございます。確かに、ご指摘の通り連絡が遅いと仕事

等の都合がつきにくいと思います。そこで来年度は、年度のはじめに計画を立て、春と秋の奉仕活動の

日程を早めにお知らせしたいと思います。来年度も桔梗野小学校ＰＴＡ活動へのご協力をよろしくお願

いいたします。

３ いじめがあるのではないかと心配です。

学校ではいじめを極めて深刻な人権侵害ととらえ、未然防止に全力で努めています。「いじめは、どこ

でも、誰にでも起こりうる」という危機意識をもって、全教職員で児童の様子を見守っています。「から

かい」などもいじめの芽ととらえ、された側がどういう気持ちなのかを考えられるようこれからも指導

していきます。もし、いじめを疑うような行為や情報がございましたら、学校へお知らせください。

４ 始業式や修了式などにジャージで行ったら、他の子にジャージはだめだと言われた。

ご確認ありがとうございます。学校では、学校生活のけじめをつける意味で「式」と名の付く行事に

は、ジャージ以外の服装で参加することをおすすめしていました。もちろん、強制ではありませんし、

小学生ですからジーンズやチノパン等でもよいと考えています。連絡が徹底しておらず、ご心配をおか

けしました。今後は、各学級からの声がけだけではなく、学年だより等でもお知らせをしていきます。

５ 音楽発表会のプログラムについて。

今年度は、全校合唱をプログラムの最後にしました。全校児童の力を総結集させて音楽発表会のフィ

ナーレを飾り、保護者も子どもも満足感いっぱいで会を閉じたいという思いからです。また、小学校生

活最後になる６年生の演奏を少しでも多くの人に聞いてもらいたいというねらいもありました。確かに、

ご指摘いただいた通り、小さいお子様のいる家庭では全校合唱まで時間が長くなるのですが「待ってて

よかった。いい合唱が聞けた。」と思っていただけるように努力していきますので、ご理解をお願いしま

す。

＊ この他、多くの貴重なご意見をいただきました。今後の教育活動に生かして参ります。保護者の皆様

とは、これからも共通理解のもとにお子さんの教育に当たりたいと考えております。最後に、このアン

ケートに回答してくださった全てのご家庭の方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。


