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 人が育ち 人が輝く あきる野の教育 「子供が主役のあきる野市」 

 

 

 

いのちを大切にし ともに輝き 生きていこう   

          かしこく なかよく たくましく      http://www.akiruno.ed.jp/e-maeda/ 
  

学校評価 児童・保護者アンケートについて  

校 長 森  真 二    

 三寒四温で梅の花も咲き始めるなど、春の兆しが見られるようになりました。オンライン作品展には、のべ1200回を

超える閲覧をいただき、今年も大きな手応えを実感できましたが、オミクロン株による感染の勢いがなかなか収まらず、

学年末の保護者会を紙面開催（書き初めの再展示中止）、学年発表をオンラインでの限定公開にさせていただきました。

御理解をよろしくお願いいたします。 

＊２学期末に実施した「学校評価 児童・保護者アンケート」のまとめ＊ 

昨年度は臨時休校もあり、児童は「学校に来れるだけで満足」といったプラス評価の高い結果でした。その分、今年度

は、ほとんどの項目で昨年度よりマイナスになってしまいましたが、細かい分析は以下の通りです。 

「学校が楽しい」が88.6％、「授業がわかりやすい」が86.6％、「学校行事が楽しい」91.9％と満足できている児童が多

く、「友達となかよくしている」が93.1％、「困ったときに相談できる先生や友達がいる」も84.7％と、多くの児童が安心

して過ごせている様子がわかりました。ただ、「あまり思わない」「そう思わない」児童が、まだ１割近くいることから目

をそらさず、しっかりサポートを続けていきたいと思います。 

また、コロナ禍でも「あいさつをきちんとしている」が 86.3％、「きまりを守っている」が 84.3％と、プラス評価が高

い中で、「ていねいな言葉遣い」と「ゴミの分別や水や電気を大切に使う」については、昨年より－9％以上下がってしま

いました。しっかり検証をして、来年度の指導課題にしていきたいと思います。 

自由意見には、「友達がいてうれしいです」「授業の全部が楽しい」「学級や学年のイベントが楽しいです」「先生にあいさつを

したら、次に会ったときに言葉でかえしてくれるので、とてもうれしいです」「先生の授業がとても面白いので、毎日楽しく学校

に行くことができています。いつもありがとうございます」など、励みになることばがたくさんありました。 

そして、「体育のときに（冬）体操着が半袖半ズボンでとても寒いので、長袖もしくは他の解決策があったら、取り入れてくれ

るとありがたいです」「外でボールを使った体育や音楽を増やしてほしいです」「みんなで遊べる遊びをやりたい」「やめてといっ

ても、やめてくれないから困っています」「やりたくないことを友達から押し付けられて、断れない時はどうしたらいいですか」

など、子供たちの正直な訴えについても、真摯に受け止めて、改善策を検討していきます。 
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保護者アンケートには、家庭数72.2％の方々から回答をいただき、5つの項目で昨年度を上回る評価になりました。 

学校評価アンケートへの御協力ありがとうございました。 

【質問１】「子供たちが楽しく学校に登校して過ごしている」では、昨年度の－0.3％でしたが、96％の高い評価をいた

だきました。【質問２】「授業の工夫が行われている」では、コロナ禍で授業参観が全て中止となったにもかかわらず、８4％

と昨年の＋3.4％になりました。【質問３】の学校行事では、－0.4％にはなりましたが、コロナ禍でも創意工夫して実施した

と、97％の方に好評価をいただきました。【質問４・５・８】では、友達や先生と一緒に、温かい人間関係を大切にする学

校づくりができていると、昨年よりプラス評価になりました。【質問６】では－1.4％になりましたが、基本的生活習慣が

しっかり身につけられた児童が、今年も 8 割を超えていました。【質問７】では－2.6％になりましたが、コロナ禍で学校

の様子がわからない保護者が、２割近くいらっしゃることも要因と考えられます。さらに人権に配慮した取り組みを、丁

寧に行なっていきたいと思います。【質問９】では、今年度もＰＴＡや青少健、地域行事が全て中止になりながら、一昨年

と変わらない値になりました。 

☆学校評価アンケート結果を教職員全員で真摯に受け止め、来年度からの教育活動にきちんと反映できるように、努力し

ていきたいと思います。 

 

☆次に、個別に書いていただいた自由意見について回答いたします。原文の趣旨を変えないようにしながら、御意見の

要旨をまとめて掲載させていただいていることを御了承ください。 

 

「陰でのちょっとした嫌がらせなど、もっと子供と話した方がいいと思う」 

「友達を誘って遊ぶ事がなかなか出来ないので、言葉がけをしてもらえると助かる」 

「一人一人を観察して、小さな事でも何かあったら連絡してほしい」 

 →日常生活の中で、担任や専科の先生とのやりとり以外にも、毎月の思いやりの日、学期ごとの心のアンケート、校

長ポストなど、間口を広げて子供たちと接しているつもりですが、すぐに相談できない児童がまだ 15％程いること

をしっかり認識し、丁寧な対応を続けて、保護者のみなさんと連携共有していきたいと思います。担任、学年、専科、

養護、ことばの教室、コミュニケ-ションの教室、スクールカウンセラー、副校長、校長など、全教員でアンテナを

高くして見守り、子供たちの声にいつも親身に対応して、丁寧に温かい声かけができるように心がけていきます。 

「子供たちのできないことだけではなく、いいところをもっと褒めて伸ばしてほしい」 

 →人に迷惑をかけてしまうなど、いけないことしたときにはきちんと指導する必要がありますが、注意ばかりされ

るより、たくさん褒めて認めてもらえる方が、素直に言うことを聞きたくなるのも事実です。子供たちの自尊感情を

上手に育んでいけるように、今後も、褒めることを大切にしていきたいと思います。 

「子供同士のあいさつがもう少し元気になると、より前田小全体が活気づくと思う」 

「一人一人が『ごめんなさい』や『ありがとう』の言葉を、ちゃんと使えるようになれれば、お互い気持ちがいいと思う」 

→毎学期の小中一貫あいさつ運動をはじめ、学校独自のあいさつ週間の時は、全体的にあいさつが活発になりますが、

時期を過ぎると、だんだん少なくなってしまっているのが現状です。コロナ禍で相手の表情がわかりにくいときだか

らこそ、ことばに出して相手に気持ちを伝える基本として、あいさつを大切に心がけていきたいと思います。 

「タブレットを使う授業は反対。導入しないでほしい」 

→文部科学省による GIGA スクール構想の下、学習の個別最適化と協同的な学びを重ねて、主体的・対話的で深い学び
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につなげられるように、全国の小中学校で導入が進んでいます。前田小でも、一人１台タブレットを授業で活用する研

究を始め、子供たちも意欲的に取り組んで力を伸ばしています。御理解をよろしくお願いします。 

「３年生から外国語活動が入って内容も増え、３年生の平均レベルに達しているのか不安な面がある。算数も少人数コー

ス別で学習しているが、子供の希望だけではなく、ある程度進行した時点で、コースが本人に合っているか見てほしい」 

→国語と算数は、学期ごとに全校でワークテスト結果を評価分析しながら、次の学期の指導につなげられるようにし

ています。通知表の「あゆみ」と一緒にお渡ししている、個別の「ワークテスト結果」も参考にしていただき、お気づ

きのことがありましたら、遠慮なくまた御連絡ください。算数少人数指導については、単元ごとに工夫してコース分け

を行なっていますが、児童の実態に合っているかどうか、見守りを強化しながら進めていきたいと思います。 

「冬休みの宿題で書初めは出さないでほしい」 

「漢字の宿題が１日３ページと多いことがあり、子供が負担になっていた」 

→学年の発達段階に応じて、適正な家庭学習課題が出せるよう、学年、学級で気をつけていきたいと思います。 

「図工で絵の具を使用する際は、スモックやエプロン等の活用を考えて欲しい」 

「図工の作品で木に釘を打ったものを持ち帰ってきたが、分別や廃棄に困った」 

→学習準備の連絡の際、服装を含めて子供たちに伝えていて、スモックやエプロン等の活用も大丈夫です。木工作は、

学習指導要領で示された学習内容であり、子供たちも楽しんで取り組んでいる教材なので、御理解をお願いします。 

「荷物がいつも重そうなので、置き勉をＯＫにしてほしい」 

→学年の発達段階に応じて、教科によっては教科書を学校に置いたままにするなど、対応しています。ランドセルの中

身や手荷物の量をコントロールできるように、今後も声かけをしていきます。 

「人前で表現する経験をして欲しいので、劇等の発表の場がたまにあればいいと思う」 

→クラス、学年、全校の前で、意見や作文、係や委員会、各行事などで、様々な発表の機会があります。いろいろな発

表方法でチャレンジできるように、今後も工夫を続けていきます。 

「特に４月の役員決めの保護者会などで日程変更の際は、仕事が休めないことがあるのでもっと早く知らせてほしい」 

「初めて小学生の子どもを持つ保護者にも、分かりやすい説明だとありがたい」 

→年度末には新年度当初の予定を、年度初めには年間予定をお知らせし、毎月の便りで行事などの変更についてお知

らせし、緊急時には学校メールを配信しています。今年度も感染状況の変化に基づいて、学校行事の変更を早め早めに

連絡してきたつもりですが、間に合わなかったこともあったようで、御迷惑をおかけしました。できるかぎり早い決定

と連絡、そして、どの学年の保護者の皆さんにも、分かりやすい説明を心がけていきます。 

「自身は適度に楽しくPTA活動に参加しているが、毎年役員・委員が決まらず圧力を感じ疑問に思う」 

「そもそも PTAは任意加入という説明と、入会の意思確認を始めに取らないのはなぜなのか。また、本部役員が決まらな

いと抽選で決めるようだが、本人の意思に反して役に当てられるのなら大きな問題だと思う」 

「ＰTAの存在自体を見直してはどうだろう」 

「PTAを有志にしてほしい」 

「親の参加行事が少なくつまらなかったが、役員は楽だったので、このまま減らしていけるといい」 

 →ＰＴＡへの加入確認や役員決定、取り組み内容等、様々な意見が出てきています。コロナ禍だからこそ、これまで

の慣例を見直していくチャンスでもあります。学校だけで決められることではありませんので、アンケート等を実施

した上で、全体（総会）で話し合う機会が持てたらと思っています。ＰＴＡ本部には伝えてあります。 

「以前は、ＰＴＡ広報誌で先生の写真付きで紹介記事があったが、先生方の顔も分からないので、またあったら嬉しい」 

「学校に行く機会が少なく、子供の話を聞いてもクラスメイトの顔が分からないので、マスク無しの学級写真が欲しい」 

→広報誌をデジタル化して前田小ホームページに載せている関係で、教職員の個人情報保護のため、先生方の写真付き

紹介記事は遠慮させていただいています。児童の写真も含めて、紹介できる方法を検討していきたいと思います。  

「コロナ禍でいろいろな制約があり大変だが、子供の言葉からだけでは様子が分かりづらいので、学校公開もして欲しい」 

「コロナ禍で難しいとは思うが、遠足や校外学習など学年の行事をやってほしい」 

「コロナで授業参観もないので、授業の様子や普段の子供たちの様子を、月に一度の便りではなくもう少し知りたい」 

→２学期は、コロナ禍でもいろいろな行事を工夫して実施できたので、３学期は、学習発表や授業公開、保護者会を実

施して、子供たちの様子をしっかり観ていただく予定でしたが、１月からのオミクロン株の大流行で、全て中止せざる

を得ませんでした。学年ごとの学習発表をオンラインで限定公開しますので、御覧いただければ幸いです。 

「体育の時はマスクなしで、外遊びはマスクをしなければいけない」というルールを聞いたが、体育でしないなら、外遊

びでもなしでもよいのではないか」 

「床面からの感染拡大リスクが高いため、上履きを履いたまま履けるトイレ専用のスリッパを設置してほしい」 

「不織布マスクの着用をお願いしたい」 

「withコロナで、リスクの高低を自分たちで考えながら活動する力も身につけてほしい」 

→体育の授業では、教員が運動量を考えながら並び方や３密回避をコントロールできる場合は、マスクを外して活動
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していますが、休み時間は教員が付いていないので、マスクの着脱については、一息つきたいときや苦しくなったとき

など、子供自身で判断して行なうように指導しています。トイレ専用の共用スリッパについては、コロナ禍ではかえっ

てリスクがあると考えます。不織布マスクの着用については、学年・学級便りで引き続きお願いをしていきます。 

「コロナウィルスが流行して２年になろうとしている。文科省や教育委員会のもと、学校は指導を行なっていると思うが、

私は、まず基本的なことから考えて、他の人の意見を聴いてみる必要があると思う。みんながするからマスクや消毒をす

る。上の人が言うからやるのではなく、まず本当に必要なのかを考えてみることが大切だと思う。子供には、みんながす

るからではなく、まず自分で考えて悩んで決めることが必要だと教えている。今、学校で行われている子供への指導は、

人権も含めて、成長期にある一人の子供を育てようとしているのか疑問に思う。お世話になっていて、子供も学校は楽し

いこともあると言っているので、学校を全面的に批判するつもりではなく、考えてほしくて書かせてもらった」 

→コロナウィルス感染症については、世界中が初めての対応であり、認識や判断基準、対応方法など、千差万別に様々

な考え方があることは事実です。その中で、公立学校としての守るべき通知・通達をもとに、教育委員会や学校医と連

携しながら、子供たちが少しでも安心して過ごせるように話し合い、前田小の実態をよく観て、最良の方法を考えて判

断してきたつもりです。お互いを尊重しながら対応していきたいと思いますので、また御意見をお聞かせください。 

「放課後の校庭開放を希望する」 

→ＰＴＡアンケートでは８５件の希望があったということで、今後、教育委員会に希望を出していきたいと思います。 

「通学時、二宮神社の狭い道やれんが亭あたりが、中学生の自転車や車がスピードを落とさず左折してきたりして危ない」 

→関係機関に実態の確認と対応策を依頼するとともに、登下校時の子供たちへの注意喚起を続けていきます。 

「給食なしの午前授業の日が多いように感じる。事情があるのかもしれないが、できるだけ給食の日を増やしてほしい」 

→現在の給食費で賄える年間の給食日数は、１年生は 179日、2～6年生は 185日と市で決められており、学校で増や

すことはできません。授業時数が増えて２学期開始を早めていることもありますが、対応は難しいのが現状です。 

「出欠連絡や、急なお知らせなどアプリで使用したい。GPSはこれから先も導入しないのか」 

→すでにお知らせしている「まなびポケット」（アプリもあり）の保護者ＩＤでログインしていただくと、欠席連絡や

担任が送付した便りのデジタル版を受け取ることができますが、随時確認ができませんので、急用の場合は電話連絡

をお願いします。「ついたもん」というＧＰＳプレートを使った学校到着・出発確認システムの導入を進めていました

が、業者の方針転換で取り消しになってしまいました。あらためて検討していきたいと思います。 

「もっと先生方が強くなってほしい」 

→子供たちの思いがけない言動にも、心に余裕を持って落ち着いて対応していくためにも、日頃から心身の健康を維

持し、さらに強くなれるように鍛えていきたいと思います。ありがとうございます。 

☆率直な御意見をいただきありがとうございました。現状の課題をしっかりと受け止め、今後の教育活動に活かせるよう、

全教職員で努力していきたいと思います。 

 

☆また、上記のような説明や改善が必要な御意見の他に、学校への温かいエールを本当にたくさんいただきました。 

（お礼の言葉や文章を簡略化し、文末などを変更していることを御了承ください） 

○学校公開や行事が少なく寂しく思うが、子供たちが学校での出来事を楽しく話してくれるので、安心している。 

○コロナ禍でも、音楽発表会を開催してもらえてよかった。いろいろな配慮に感謝している。 

○子供が学校を楽しんでいて、先生の話や友達の話をよくして、行事や授業、音楽や図工を楽しんでいる。公園に行け

ば、どんな友達も受け入れてくれるし、安心して学校に通えていてありがたい。 

○行事の時、児童が熱心に係活動を行ってる姿を見かけて、素晴らしいと思った。 

○夏休みに縄跳びの宿題が出て、縄跳びができない事がわかり、個人面談で先生に相談すると、適切なアドバイスがもら

えた。２学期に用事で学校へ行った時、他の先生にも「縄跳び頑張っていますよ」と声をかけてもらえて嬉しかった。  

○思春期や反抗期で難しい年頃になり、友達とのすれ違いで登校を嫌がったことがあったが、先生が子供の話を聞いて自

分の力で解決出来るよう指導していただき、子供も嫌な思いをすっきりさせる事が出来たようで、感謝している。 

○「勉強でわからない所があると楽しくないけど、先生の説明で分かるようになるから大丈夫」と子供が話すので安心。  

○連絡帳など、いつも丁寧に返事をいただいている。 

○子供が強いストレスを感じていた時、環境を整えてもらったおかげで改善する事ができた。心の問題は相手がいること

も多いので、双方の話をよく聞いて対応してもらえてありがたかった。 

○子供のささいな心配事にも、丁寧に迅速に対応していただいて感謝している。 

○コロナ禍で大変な中、どの行事も簡素化しながらも実施していただき、先生方に感謝している。子供同士の仲が悪くて

困った際、子供同士の解決に導いていただき、子供がいつも通りの気持ちで学校生活が送れるようになった。 

○高学年の難しい心情を汲み取ってくださるとても頼りになる先生で、親としても相談しやすくて助かっている。 

○親が子供の頃はなかったが、他学年との交流などあってありがたいと思う。 

○子供の困り事にいつも個別に対応してもらい、感謝している。 
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○周りの人と相談し、発表する等の授業のやり方はとても良いと思う。 

○何かあればいつでも連絡できる環境があり、感謝している。 

○児童に真剣に向き合ってくれる素敵な先生方に囲まれているので、子供たちを安心して預けることができている。 

○トラブルがあるといつも丁寧に対応していただき、感謝している。 

○運動会や音楽発表会で子供たちの元気いっぱいの姿を見ることができた。子供たちが生き生きとしているのは先生方の

おかげだと感じ、日々の指導に心より感謝している。 

○子供が骨折して松葉杖だったとき、いろいろな先生が気にかけて優しく対応していただき、感謝している。 

○先生方や友達にも恵まれ、楽しいことも嫌だったことも成長に繋がっていると感じている。 

○コミュニケーションクラスのお便りで、子供の短い感想文に大きな花丸と温かい言葉が添えられていた。肯定感や自信

に繋がって、主体的に学ぼうという気持ちに結びつくんだろうと感じ、素敵な先生だと思った。 

○休み時間に一人でいることが多いようで心配だったが、担任の先生の手伝いなどをして過ごし、子供も嬉しい様子だ。 

○運動会や音楽発表会は、入れ替え制でも開催できて良かった。 

○先生がお子さんの話をして、中高大生になるまでにどんなことを頑張らなければいけないかを話してくれるのが、子供

の刺激になっているようだ。 

○子供が主体となった授業が行われていて、素晴らしいと思う。以前は授業での発言が苦手だったが、今は楽しいと言っ

ている。いろいろな意見や考えを認めて、発言機会をたくさん与えてくれる先生に、とても感謝している。 

○昨年度に引き続き、コロナ禍の教育活動で様々に工夫していただき感謝している。子供たちが毎日楽しく元気に登校で

きるのも、先生方の尽力のおかげだと思っている。 

○学校で様々な行事を楽しみ、工作も喜んで作っていて、様々な活動をさせてもらってありがたい。 

○わからないことや聞きたいことを連絡帳に書いたとき、先生から質問の返答以外に普段の授業や生活の様子をつけ加え

てもらい、知らないところでの子供の様子がわかって嬉しく思った。そんな心配りに、優しさとあたたかさを感じた。 

○集団生活に慣れてきて、周りの人の気持ちを理解しようとがんばっているのが伝わってくる。 

○ことばの教室とよく連携し、手厚く指導してもらえて感謝している。先生と話す時、子供は緊張してしまうようだが、

何でも相談できるわけではないが、先生が気にかけてくれるので信頼しているようだ。 

○引っ越してきたばかりで親も子も不安が多い中、子供の交友関係から親の心配事、地域のわからないことまで、担任の

先生にはいつも親身に相談に応じてもらい、感謝の気持ちでいっぱいだ。 

○コロナ禍で制限が多い中、工夫して学校生活を送っているようだ。近所の上級生も積極的に声かけをしてくれ、学校で

の指導のおかげだと思っている。コロナが落ちついたら、授業参観も楽しみにしている。 

○登校を少し嫌がっていた時に相談に乗ってもらい、学校での様子も電話で教えてもらえて、すごく助かった。 

○入学後学校に行きたがらない日があったが、先生に気にかけてもらって自信がついたのか、行き始めることができた。 

○休みの日も学校に行きたいと言う程学校が大好きで、いろいろ取り組んでくれる先生方に感謝している。 

○コロナ禍でも、感染対策を行って様々な行事を行っていただき、子供たちの成長を垣間見ることができた。 

○「学年が上がり、クラスでのケンカなどがとても少なくなって、授業に集中できる」と子供が言っている。 

○コロナ禍で制限がある中、最大限の工夫で子供たちの貴重な経験が得られていることは、大変ありがたい。 

○学校から帰ると、子供がいつも楽しそうに、その日にあった事を報告してくれる。 

○子供たちは毎日学校へ行くことを楽しみにしているのでありがたい。 

○子供たちが休まず楽しく登校できるのは、先生方がよく子供たちを見て、一人一人に優しく温かく接してもらえている

事が、行事などを通してわかる。 

○私自身、子供の頃は体育が苦手で、体育のある日や運動会が大嫌いで学校も嫌いだった。子供も体育がそれ程得意では

ないが、それでも「体育やスポーツタイムが楽しい、学校大好き！」と言っているのでありがたい。 

○学校に行く機会がなくて正直わからないが、学校外での子供たちを見ていると、楽しく通えている子が多いように思

う。あいさつをすると、笑顔で返してくれる子が多いと感じる。 

○休み時間に図工室で好きなもの作っていいから楽しいと言い、授業も算数の少人数でもよく見てもらってありがたい。 

○子供たちが主体的に考え協力しながら活動し、学力や精神面を含めて驚くほど成長できているのは、先生の指導のおか

げだと思っている。楽しいイベントもあり、毎日授業がほんとに楽しいと、元気に学校に通っている。 

○コロナ禍で大変なことが多い中、子供のために先生方が尽力していただいていることが伝わってくる。 

○子供たちが楽しい学校生活を過ごし、人間的に成長できるよう、常に指導していただいてとても感謝している。 

 

長期にわたるコロナ禍で、今年度も学校での感染症予防対策と教育活動の様々な見直しに、試行錯誤しながら取り組ん

できました。子供たちと共に頑張ってきた教職員にとって、一つ一つのお言葉が大きな励みになりました。本当にありが

とうございました。 



＊３月の行事予定＊ 

 

 

１日（火）社会科見学（６年） 

７日（月）体育朝会 クラブ コミュニケーションクラス個人面談始（～18日） 

９日（水）クラブ紹介 

  １１日（金）ことばの教室指導終了 

１４日（月）おもいやりの日 クラブ 

１５日（火）安全指導日 アウトメディアチャレンジ 

１７日（木）６年生を送る会 コミュニケーションクラス指導終了 

１８日（金）給食終了（１・３・４年） 

２１日（月）春分の日  

２２日（火）Ｂ時程 給食終了（２・５・６年） 卒業式予行 

２３日（水）Ｂ時程 ４時間授業 

２４日（木）卒業式  

２５日（金）Ｂ時程 修了式  

２８日（月）春季休業日 始 

 

 

 

４月５日（火）前日準備（新６年生 ９時登校～１１時下校） 

   ６日（水）始業式（９時頃下校） 入学式 

   ７日（木）Ｂ時程 ４時間授業  保護者会（５・６年） 

８日（金）Ｂ時程 ４時間授業  保護者会（３・４年） 

  １１日（月）給食開始（２～６年） 保護者会（１・２年） 

  １２日（火）コミュニケーションクラス保護者会 

１８日（月）給食開始（１年） 

２８日（木）学校公開 PTA総会 

＊令和4年度 当初の予定＊ 
（確定ではありませんので、おおよその予定としてください。） 

○３月の生活目標 

｢１年間をふり返ろう｣ 

 １年間をふり返り、もう少しだったこと

を残りの４週間でがんばってみましょう。     

４月からは、一つ上の学年に進級しま

す。最後のがんばりが、大きな自信につな

がります。 

 御家庭でも１年間を振り返り、お子さん

の成長をほめてあげてください。 

新学期には、多くの健康診断が 

行われます。 

内容・日程等は、４月に配布する 

『 けんこうしんだんカレンダー 』 を

御覧ください。 

６ 



集会１６日（水）  全校集会で、給食委員がＳＤＧｓ2「飢餓をゼロに」

について、ビデオ映像などを使って発表し、「自分たちができる事を考

えよう」「食べ物を大切にしよう」と呼びかけました。 

給食委員は、配膳台の汚れチェックを毎日行い、低学年には優しく

教えてあげています。 

 

 

朝会 7 日（月） オンライン全校

朝会で、給食を残さず食べたクラ

スに、「もりもり賞」の賞状が贈ら

れました。もりもり食べて、もりもり

頑張る前田っ子になりましょう。 

 

集会 9日（水） 全校集会で、体育委員がオリンピック・パラリンピッ

クに関するクイズを出して楽しみました。そして、「寒い日も元気に

外で体を動かしましょう」と呼びかけました。作成したクイズは、玄関

に掲示して、皆で楽しんでいます。 

 

保健学習 養護教諭が、４年

生に思春期の体と心の変化に

ついて、６年生に喫煙・飲酒の

害、がん教育について、授業を

行いました。 

薬物乱用防止教室（６年生） １７日（木）  学校薬剤師から、薬

物乱用の恐ろしい害について学びました。また、この日は、教室の

空気検査や、水道水の水質検査も行っていただきました。検査した

教室は、全て換気がよくできていて、水質も全く問題はありませんで

した。 

 

この日の給食後、配膳員さ

んに、『ごちそうさまでした』と、

お礼を言っているクラスがあり

ました。 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊2月の行事から＊ 

 

７ 



第５学年 学年便り 

 

 

 

 

 

 ５年生は、友達との関わりの中で、学習面や生活面、心身の健康面をよりよく成長させようと取り組んできま

した。立派な在校生代表として、６年生の卒業を祝うことを目指して、船を漕ぎ出したイメージです。 

５年生の１年間の中で、長い時間をかけて進めてきた総合的な学習『前田米を作ろう』を紹介します。全児童

に配布したもち米は、ご家庭でおいしく食べていただけたでしょうか。 

 

４月 

学校医の 

澤田先生 

から 

種籾選別 

～苗引き 

について 

教わりました！ 

   ５月 水やり 

 

 

 

 

 

 

 

↑塩水を使って、種

籾の消毒と選別 

↑種蒔き ↑用務さんお手製

の苗床管理場 

 

 完成！ 

６月 

 

脱穀 

 

 

 

 

 

 

 

１１月  

籾から籾殻と玄米

に分ける籾摺り 

 

玄米をさらに 

精米→ 

 

 

 

 

 

↑苗引き 

 育った苗の土を

洗い落とし、長さを

揃えて束ねておき

ます。 

 

↓田植え 

↓（苗引きの次の日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普段は、稲作ボランティアの農家の方が田

んぼの管理をしてくださいました。ありが

とうございました！！ 

  

 

 

 

 

１０月 稲刈り 

 

 

 

 

 

 

 

８・９月 ７月 かかし作り 

   かかし立て 

  

 この学習を通して、米作りの工程や手作業の大変さなど、様々な工夫を学び、力を合わせて作業したり、環境

について考えたりしました。稲作ボランティアや保護者の方、用務さんなどたくさんの方々に支えられて学習を

進められたことを感謝いたします。４月からの６年生としての活躍も、応援をよろしくお願いします。 

あきる野市立 

 前田小学校 

  学校便り号 

３月 

５年担任 

苗引き、田植え、稲刈り、脱穀では、保護者の方にもお

手伝いただ来ました。ありがとうございました！！ 

https://publicdomainq.net/dentist-man-0043488/

