
１２月にご協力いただきました「学校評価保護者アンケート結果」を掲載します。ご協力いただき誠に

ありがとうございました。お寄せいただいたアンケート、ご意見等は学校評価委員会（小中合同の学校評

議員・ＰＴＡ会長）にて協議した上で、今後のよりよい学校づくりに生かしてまいります。

「あまりそう思わない」と回答されている方が１０％でした。個に応じたきめ細やか設問③、設問④は

「 」 、 「 」 。な 学習指導 や いじめを防止の基本となる 学級づくり の期待に応えられていないということです

今後は 「わかる・できる学習指導」や「安心して過ごせる学級経営」により一層努めて参ります。、

保護者の皆様の協力が必要な項目です 「あいさつ」や「ゲームやテレビ視また、設問⑧、設問⑨は、 。

聴のルール」について、ご家庭の話題にしていただき、家庭学習の習慣化へのご協力をお願いしたいと思

います。
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【ご意見１】

担任の先生がお休みした時，いろいろな先生に授業をしていただくことがあるのですが，先生によって教え

方が違います。同じ先生に入ってもうことはできないでしょうか。

担任が休んだ時，可能な限り同じ先生が代わりにクラスに入れるよう配慮しています。ただし，全ての教員

に担当授業があるので，同じ先生ばかりが代わりに入ることはできません。それぞれの教員の教え方の違いで

児童に混乱を与えているのであれば，お休みする先生と代わりに入る先生との引き継ぎや情報交換が不足して

いることが考えられます 「何を 「どうやって教えるか」の共通理解をし「教え方の違い」が少なくなるよう。 」

改善していきます。

【ご意見２】

現在の児童は，個性が多様化しており，教員の皆様は大変だと思いますので，担任1人制ではなく，副担任も

いる2人制で取り組んだ方が良いと思います。また，小清水小学校は４０人学級が当たり前になっています。町

の予算で学習支援員を普通学級に入れ，基礎基本の定着に力を注いでほしいです。

小学校は，教員一人一人が担当学級･教科を担当しており，教員の複数配置はできません。実際には複数の教

員･支援員が入っている教室はありますが、特別支援学級児童の指導・支援が主な業務となります。単学級の多

人数学級となっている現状により担任に負担がかかるのはご指摘の通りです。算数を習熟度別に行う等の工夫

をしていますが，さらに改善が必要です。一人一人の子どもを多くの教員が見守る体制をつくれるよう努めて

まいります。

【ご意見３】

アンケートの意味はありますか。

昨年度も同様のご意見をいただきました。学校職員はみんなで知恵を出し合い，学校をよくするために計画

・実践しています。しかし，私達がよいと考えていることが保護者の皆さんに理解されていなかったり，違っ

た考え方だったりすると効果が上がらず，場合によっては逆効果になることがあります。

保護者の皆さんのご意見を学校教育に生かしていこうと考えていますので，お手数をおかけしますがご協力

をお願いいたします。

【ご意見４】

運動会の徒競走で3年生以上は１００ｍ走ってほしいです。

中学校の運動会では，１００ｍ走ります。小学校の筋力と体力を考えた場合，高学年で８０メートル走る力

。 ， 。が備わっていれば十分であると考えています 小学校では毎年 全校児童の５０ｍのタイムを計測しています

走る距離はどの学年を同じですので，お子さんの脚力の推移を確認したい方は，その結果をみてください。

【ご意見５】

低学年の家庭学習はちょっと難しいかと思います。何

をして良いかわからないので，毎日裏，表の国語，算数

の宿題とか，宿題の他に家庭学習用のプリントでも用意

してあると助かります。

宿題は担任からすることを与えられるもの，家庭学習

は，何をするのか個々に考えて学習しなければならない

ので宿題より家庭学習の方が難しいです。低学年は，漢

字や計算の反復練習を家庭学習に取り入れても構いませ

ん。そのうち今日学校で勉強してわかったことやもっと

調べてみたいことを家庭学習に取り入れていき「自分の

興味や関心を広げる力」や「苦手なところを自覚して克

服する力」へつなげていきたいものです。

今後，家庭学習の取組みで参考になるものを学級通信

や学校だよりで紹介していきます。

４年 生の家庭学習 で

す。

漢字の成り立ち

を考えて書いて

います。

とめるところ，

はねるところな

ど注意するとこ

ろを書いていま

す。



【その他のご意見】

□学芸会の劇がクラス全員一丸となって取り組んでいる様子がわかり，とてもすばらしいと思いました。
ご指導ありがとうございました。

□学芸会の校長先生の挨拶で，準備や手伝っている子に目を向け，舞台に上がるところから降りた後まで
が「本番」とおっしゃっていました。後半はこのことを意識しながらみました。みんな頑張っているの
がよくわかりました。

， 。 。□担任の先生には いつも親身になって頂いて助かります 子どもと一緒に成長させていただいています

□今年の道内停電の際の連絡にフェアキャストが大変活躍されたと思います。大変良いものを導入してい
ただきありがとうございました。

□学級通信，学校だよりをカラーで見たいと思う時があります。

□参観日の授業，色々な工夫がされておりとても面白くわかりやすく，我が子も学校の授業がわかりやす
いと言っています。特別支援やことばの教室など子どもの特性に合った対応も一生懸命してくださるの
で，安心して通わせられます。

その他にも学校に対して温かいご意見をいただきました。ありがとうございました。

学校全部を使って「かくれんぼ」や「鬼ごっこ」がし
たい、と思ったことはだれでもあると思います。そんな

願いを叶えられるのも、やまびこタイムという集会活動
です。

この時間は、やまびこ委員会という児童会委員会が主
。 「 」 。催します この日の全校遊びは 全校かくれオニ です

わくわくして、興奮
状態の全校児童へのル

ール説明には、いつも
以上に「伝える力」が

必要です。説明を受け
る方には 「聞く力」、
も必要です。

、６年生にとっては

最後のやまびこタイ
ム。これまでの経験

を生かして、土足禁
止というルールのぎ
りぎりの線を守りな

がら隠れています。

ここにも隠れ場所

がありました。
安全に気をつけ、

ルールを守って、楽
しく遊ぶのは、簡単

なことではありませ
ん。

開町１００周年記念行事の締めくくりとして、タ

イムカプセル封入式がありました。全校児童が３０

年後の未来に残したい物を封筒にいれて、児童会長

が代表としてタイムカプセルに収めてきました。

児童会長の新村さんは 「未来に残したいもの」と、

いう作文も読み上げ、児童全員の思いも込めてスピ

ーチしました。

開封は30年後となりますが、カプセルは土中に埋

めずに役場庁舎に設置されるそうです。

学校便りはホームページにはカラ

ーで掲載されています。ただし、写

真の画質は意図的に低下させている

。 、ことをご了承ください ホールには

カラー版学校だよりを中学校の学校

、だよりとともに掲示していますので

お 立 ち 寄 り の 際 は ご 覧 く だ さ い 。

http://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/elementary/

これまで、行事や集会等いろいろな場面でお世話

になった６年生が卒業します。在校生のみなさんの

発表からは６年生への感謝の気持ちが伝わってきま

した。

特に企画運営した５年生のみなさんからは最高学

年になる自覚が感じられました。

在校生のみなさん素敵な集会をありがとうござい

ました。

６年生のみなさんの発表は、エピソードクイズで

した。今まであったいろいろな面白い話、失敗談等

を紹介してくれました。在校生も大喜びでした。

６年生のみなさんは、在校生のおかげで、よい思

い出づくりができたと思います。それは、みなさん

、 。がよいお兄さん お姉さんだったからだと思います

来年から中学校に行きます。来年の６年生もみな

さんと同じように時々中学校へ行くと思います。

中学校に行っても、これまでのように、よいお兄

さん、お姉さんでいてください。

卒業生のみなさんも、すてきな集会を ありがと

うございました。



６年生へ送ることば

小清水町立小清水小学校長 可児 隆洋

６年生の皆さんは新生小清水小学校の七代目の卒業生となりました。今年度は、小清水町開町１００周年の節
目の年にも重なり、オリンピックメダリストの高木姉妹や、日本ハムファイターズの松本選手と交流したり、小

清水の地元グルメ「恋めん」作りに参加したり、ふるさとまつりで、ビバリーさんと歌をうたったり、また、児
童会や金管バンドとしても様々な行事に参加することができた年でした。そのほか、歴史に残る災害、平成最後
の年、皆さんの小学校卒業は、いつまでも記憶に残る一年になりました。

6年を振り返ると、様々な思い出がよみがえると思います。
６年前、皆さんは、新しい校舎になって初めての新１年生でした。新しい校舎、新しい体育館、いろいろなもの、

全てが初めての1年間を過ごしました。
2年生になって、劇「泣いた赤おに」に挑戦しました。目の前のたくさんのお客さんにどきどきしながら、大きな

声で言えるかな、元気に台詞を言えるかな、みんなで励まし合いながら頑張りました。
３年生の頃はまだ、チャレンジウォークがありました。3年生でも８ｋｍもあるいていました。暑くて長い道のり

も、ゴールのトリム公園が見えてくると元気がわいてきました。みんなで食べたお弁当はとてもおいしかったです。

、「 」。 、 、 、 、 、 、４年生の学芸会は バンコートランドのゆかいな猫たち ぬき足 さし足 猫の足 ぬき足 さし足 たこの足
身振り手振りを工夫しながら、楽しく演じました。裏方の児童係の仕事も始まり、大忙しでした。

５年生は「一致団結」がテーマでした。運動会の小清水川くだりは、タイムとの戦いでもありました。学芸会の器
楽合奏「宝島 。本番３日前に振り付けもついたので、覚えるのがとても大変でした。」

そして、最高学年となった今年。普段の学校生活でも、年下の子ども達に優しく、委員会活動や集会活動でもリー
ダーシップを発揮しました。表に出ていなくても、運動会や学芸会では係活動を通して行事の成功を支えました。

、 、 、「 」 「 」 。皆さんには この一年間 いろいろな場面で このように成長して欲しい という 願い をお話してきました
中学生になる前にもう一度３つにまとめてお話します。

１つめは 「あいさつ」と「返事」です。、
、 、 。 、 、５年生の頃から 皆さんの元気なあいさつは 低学年のお手本でした 中学生になっても しっかり目を合わせて

笑顔であいさつや返事が出来る人であって欲しいと思います。そのためにも、これから過ごす中学校を素敵なあいさ
つが自然に湧き出てくるような安心して過ごせる場所にしていってください。
２つめは、自分で気づいて、考えて、行動することです。

例えば、世の中には様々なルールがあります。小学校にも廊下の歩き方等、たくさんありました。ルールは守らな
くてはいけないものです。しかし、大切なのは、守らなければいけないから守るのではなくて、なぜそのルールがあ

るのかを考える事です。そこに気づき、なぜなのかを考えて、行動に移せる中学生になって欲しいと思います。
３つめは、目標を持つことです。
皆さんは、中学校に進みます。３年間は自分が思う以上のスピードで過ぎていきます。今まで以上にはっきりとし

た目標をもって３年間を過ごしてください。目標が変わることがあっても、確実に歩み続ければゴールにつくことが
できます。

小清水小学校と小清水中学校は小中一貫校です。小学校の先生方は引き続き、皆さんを見守り、応援しています。

中学校に行って、さらに成長した皆さんと会えるのを楽しみにしています。そして、今の５年生も、皆さんと同じよ
うに時々中学校に行って勉強することがあります。後輩達が中学校に行くのが楽しみになるように、接してくれるこ
とを期待しています。

あらためて、小清水小学校を巣立つ３１名の６年生の皆さん、卒業おめでとうございます
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下校バス

日 曜日 14:45 16:00

1 6 : 1 0

（金）

1 学年始休業月

2 火

水3

木4

11:15 ○5 教室設営 6年生登校日金

16:106 土 着任式・始業式 入学式 土曜授業①【給食あり】 14:30

日7

○ ○8 1年下校指導（ 11日まで）月

○ ○9 火

○ ○10 水

○ ○11 尿検査 (1次 )木

16:1012 1年生給食開始 スクールバス乗車指導金 ○

中学校参観日13 土

日14

○ ○15 二計測 (１～ 3年）委員会①月

○ ○16 火

○ ○17 フッ化物洗口（1年生練習）水

○ ○18 木 全国学力学習状況調査（6年 国語・算数） 歯科検診（１～3年）

16:1019 金 ○

×20 土 参観日・全体懇談・PTA総会・学級懇談 土曜授業② 9:45

日21

○22 家庭訪問期間 避難訓練 (火災）月 13:30

○23 全校朝会 交通安全教室 2計測 ･視力検査（６年）火 13:30

○24 水 避難訓練 (予備日 )フッ化物洗口 視力聴力検査 (１・２年） 13:30

○25 2計測 ･視力聴力検査 ５年 視力聴力検査 3年木 （ ） （ ） 13:30

13:30 16:1026 2計測 ･視力検査（４年）金

土27

日28

祝日 昭和の日29 月

休日30 火

【４月のお知らせ】

① ６年生は して入学式の準備です。よろしくお願いします。５日から登校
② ６日（土）は始業式です。２年生以上は です。５時間授業（給食あり）

③ 20日（土）は参観日です。 となります。参観授業は１時間目だけ（8:40～9:25）
④ ４年生以上の２計測と諸検査は として実施します。家庭訪問期間中に６時間授業



６年生から５年生へ雑巾
が贈られました。この雑巾

は、６年生が家庭科の時間
に縫っていたものです。在

校生を代表して５年生の児
童会長さんへ、学校をきれ

いにして欲しいという思い
を込めて受け渡されました。
５年生は卒業式の前日準備を行いました。６年生の最後

の晴れ舞台をつくる５年生に、６年生が感謝の気持ちをこ
めてエールを送っていました。

本校では、校内のできるだけ
たくさんの人に自分の名前を覚

えてもらうために名札をつける
ことにしていますが「服に穴が

開き、服が傷む」という声も聞
こえてきています。
安全ピンを使わない「クリッ

プ」が販売されていますので、
よろしければご購入ください。

写真はの商品は、さが井商店
で販売されているものです。同

様の商品が他店でも販売されて
おりますのでご検討ください。

一年生がお世話になった六年生
の顔を描きました。

「わたしはだれでしょう」となっ
ていますが、クイズにならないく

。らいそっくりに描かれていました
これくらい小さな写真になっ

てもわかりますね。この絵は、
掲示された後、６年生にプレゼ
ントされます。

学校だより「はばたけ」も年度の最終号となります。毎号、子ども達の学びや成長の様子をお伝えしてきたつもり

です。この１年間で子どもたちは心も体も大きく成長しました。ご家庭でも今年１年間の成長を振り返りながら、楽

しかった思い出を語り、頑張ったところを褒めてあげて欲しいと思います。

日頃の、保護者・地域の皆様のご支援とご協力に感謝し、今年度のお礼といたします。ありがとうございました。

小原裕二 教頭先生 転出（網走市立潮見小学校 ）
小清水小学校に赴任してからの2年間、北朝鮮からミサイルが飛んできたり、北海道東部の地震による

停電があったり、安心して生活できることのありがたさを学ばせていただきました。保護者、地域の皆
様には、様々なところで助けていただき、ご協力いただきました。ありがとうございました。

澤入弥生 先生 転出（北見市立留辺蘂小学校）
小清水では、6年間お世話になりました。とても優しく、何でも一生懸命頑張る子ども達と一緒に勉強

ができて楽しかったです。保護者の皆さまにも大変お世話になりました。新しい学校でも、小清水小学
校での経験を生かして頑張ります。今までありがとうございました。

島田琴美 先生 転出（北見市立三輪小学校）
小清水小学校に赴任したのは、６年前のことです。とてもたくさんの思い出ができました。いつも明
、 。 、るく 元気な挨拶ができる小清水小学校のみなさんが大好きでした 小清水小学校での経験を生かして

次の学校でもがんばります。６年間、本当にありがとうございました。

佐藤悠哉 先生 転出（苫小牧市立泉野小学校）
小清水小学校に来たのは2年前です。雪解けが早かった事を思い出します。2年は本当にわずかな時間

でしたが、何も分からない私に皆さんの沢山の優しいお声掛けのおかげで、沢山の楽しい思い出を作る
ことが出来ました。

黒田里美 先生 転出（斜里町立斜里小学校）
小清水小学校の子どもたちは、いつも笑顔で私にたくさんのパワーを与えてくれました。毎日と

ても楽しく、これからも先生の仕事を頑張りたいと思えた１年間でした。次の学校でも笑顔をモッ
トーに頑張ります。短い間でしたが、ありがとうございました。

吉本由紀子 先生 退職
小清水小学校では、1年間という短い間でしたが、かわいい子どもたちと楽しく過ごすことができまし

た。保護者の皆様には、たくさんのご支援をいただきましてありがとうございました。4月からは教職を
離れることになりますが、小清水小学校の子どもたちのことを網走から応援していきたいと思います。
今まで、大変お世話になり、ありがとうございました。

学校関係者評価は、日頃から教育活動を支えていただいている方々に学校教育活動を評価してい
ただくものです。職員による自己評価や保護者アンケート等の資料や学力や体力調査の結果に対
して評価をしていただきます。

【学校にいただいたご意見】
児童にあいさつなどの基本的生活習慣を身につけさせるための指

導については、一時的な指導に終わらず保護者と連携協力して継続
した意識付けが必要というご意見をいただきました。教育目標の具
現化に向けた指導や、児童のニーズに応じた支援体制の確立につい
ては良い評価をいただきました。今後も取り組みを継続していきま
す。
保護者や地域と連携した教育活動が増えてきました。その際、打ち

合わせや実技研修で指導内容や指導方法の理解が浅いまま授業に入る
ことがありました。今後の継続した取り組みのためにも、地域協力者
と学校の相互理解や、教員がさらに研修を積み、共通理解を図る事が
求められます。
評価委員会の総合的な意見としては、小中一貫教育の充実･発展と通

常学級や支援学級での取組等の相互理解や充実をめざして頑張って欲
しいと、力強い応援をいただきました。


