
 

 

 

 

 

令和４年９月号

 

 
１：達成できなかった ２：あまり達成できなかった ３：だいたい達成できた ４：十分達成できた 
【職員による評価】 

評  価  項  目 １学期 

 人権教育を基盤とした学校経営 ３．２ 

「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善 ２．８ 

 ＩＣＴの積極的な活用 ３．３ 

 読書活動の充実（年間１００冊読破） ２．７ 

「家庭学習強調週間」の啓発と取組の充実 ３．０ 

「学校たのしーと」「心のアンケート」によるいじめの早期発見 ３．０ 

 運動の場の工夫 ２．９ 

 コロナ感染対策，「新しい生活様式」の指導 ３．２ 

 
【保護者による評価】 回答率７４％ 
１ 学校経営 

  評  価  項  目 １学期 

あ
か
る
く 

１ 
 学校は，子どもたちが毎日喜んで登校し，満足して下校できるための
指導に努めていますか。 

３．２ 

２  学校は，不登校・いじめ問題の積極的解消と防止に努めていますか。 ２．９ 

３ 
 学校は，基本的生活習慣を身に付けさせるため，家庭と連携して適切
に指導していますか。 

３．１ 

か
し
こ
く 

４ 
学校は，分かる授業を実践し，子どもに確かな学力を身に付けさせて

いますか。 
３．０ 

５ 
学校は，家庭学習の充実のために，適切な宿題や週末・休業中の課題

など必要な指導・手立てを行っていますか。 
３．０ 

た
く
ま
し
く 

６ 
学校は，むし歯治療の勧めなど，健康の保持・増進に積極的に取り組

んでいますか。 
３．３ 

７ 
学校は，新型コロナウイルス感染拡大防止に積極的に取り組んでい

ますか。 
３．２ 

８ 
学校は，安心・安全な学校づくりのために，学校施設の点検・修繕や

環境整備に力を入れていますか。 
３．１ 

９ 
学校は，運動の楽しさを味わわせ，運動の機会を増やすために，体育

の授業や朝の体力つくり，体育的行事を工夫していますか。 
３．２ 

つ
な
ぐ 

10 
学校は，学校だよりや週報等で教育方針や学校の様子などを積極的

に説明紹介し，保護者や地域に信頼れる学校づくりに努めていますか。 
３．２ 

11 
学校は，積極的に教育相談に取り組み，気軽に相談しやすい機会を設

けていますか。 
３．１ 

 
２ ＰＴＡ努力目標 

 評  価  項  目 １学期 

１ 家庭教育の充実  家庭で子どもとふれあう時間の確保に努めていますか。 ３．０ 
 あいさつ・返事，お手伝いなど，基本的なしつけを行っ
ていますか。 

３．０ 

２ 健康の保持増進
と安全の確保 

 むし歯予防に努めるとともに，速やかにむし歯治療を行
いましたか。 

３．２ 

 「早寝・早起き・朝ごはん」を実践していますか。 ３．３ 

 お子さんは，歩いて登下校していますか。 ２．７ 
３ 会員の資質向上
と組織の活性化 

 ＰＴＡ総会，学級ＰＴＡ，授業参観に参加しましたか。 ３．１ 

 奉仕作業やＰＴＡ専門部の活動に参加しましたか。 ３．１ 
４ 家庭学習の習慣

化と読書活動の推進 
 保護者の見届けと励ましによる家庭学習の習慣化に努
めていますか。 

２．９ 

 「９時オフ」など，テレビ・ユーチューブなどの動画視
聴やゲームに家庭でルールを設けていますか。 

２．９ 
 

 

創立 152 周年 

児童数:３１４名 
住 所:曽於郡大崎町假宿９１０ 
電 話:０９９－４７６－００２７ 
ＦＡＸ:０９９－４７６－３１８９ 
※ 大崎小 HP は，役場 HP からアクセ

スしてください。 

２学期がスタートし，久しぶりに学校に活気が戻ってきました。２学期は，１年中で一番気候が良く，最も過ごしやすい時期

です。ですので，勉強やスポーツ，芸術・文化活動が盛んに行われる時期でもあります。学校でも，運動会をはじめ，集団宿泊

学習，陸上記録会，学習発表会などたくさんの行事が予定されています。特に，６年生は，小学校最後となりますので，コロナ

の中で縮小せざるを得ない中ですが，それでもたくさんの思い出を作ってほしいと思っています。 

さて，早２週間が過ぎましたが，学校では様々な出来事がありました。９月２日朝，大雨が降り一時停電がありました。朝の

立しょう指導から学校に帰ると，信号機は復旧しているのに，なんと学校は真っ暗です。すぐに復旧するかと思っていたのです

がなかなか復旧せず，電気業者に確認をすると大崎小だけが停電のようです。教室の照明はもちろん，冷房，扇風機，チャイム，

給食用冷蔵庫，タブレット等の電子機器，コピー機，自動水栓蛇口等々使えません。電話機は，町教委が発電機を用意してくだ

さりなんとかつながりました。いかに電気に頼っていたのか思い知らされましたが，改めてアナログの大切さも痛感させられた

一日でした。子供たちも不自由をかけましたが，貴重な体験ができたと思います。 

また，７日には地域の方，９日には大崎小親子読書会による読み聞かせを実施しました。 

コロナ対策から対面式では実施せず，リモートでの実施です。校長室からパソコンのカメラを使い，各教室の電子黒板に映して，

読み聞かせを届けました。絵本の良さを子供たちに伝えられるか不安でした 

が，食い入るように画面に集中していました。今後も，「コロナでできない。」 

ではなく，知恵を絞って，子供たちに豊かな体験が少しでもできる方向で， 

工夫していきたいと思っています。 

 最後に，今年度の運動会も子供たちの安全を再優先で考えた結果，昨年 

同様，午前中開催，各家庭から２名までの参観となります。地域の皆様に 

もお越しいただき，子供たちを激励していただきたかったところですが， 

ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

 

大崎小親子読書会の皆さん 



【保護者評価（自由記述）】  

 主 な 意 見 ・ 要 望 等 回  答 

ＰＴＡ

行事 

もっと奉仕作業とか生活指導とかに出て来て欲しい。班長になっ

た人も来ない時があります。 

それぞれのご家庭でご都合もあ

ろうかと思いますが，子供たちの

ための PTA 活動であるという本来

の目的を踏まえ，呼びかけを続け

ていきます。 

参加人数が少なく，残念に思う時があります。 

雨漏り 
教室の天井から雨漏りすると聞きました。早急に修理などを検討

して頂きたいと思います。 

町教委へ修繕要望を出している

ところです。 

学校 

給食 

学校給食は，地方自治体に予算も任されていると認識しておりま

す。予算の関係上，使う食材の品質に地域で差が出ると思うのです

が。大崎町は，給食に使う食材，米，小麦，大豆，その他，産地を

細かく把握しているのですか？ 

食材の仕入れは給食センターの

方で行っています。学校に配付さ

れる献立表には地産地消の印が示

されています。 

家庭 

学習 

家庭学習について，宿題の捉え方が先生によって全く違うと感じ

ました。家庭学習に力を入れるのであれば，宿題もしっかり最後ま

で対応してほしいと思います。高学年になると，難しくなってくる

ので保護者としても教えるのにあやふやな時があり，教えた問題の

答えがあっていたかどうか聞くと，答え合わせをしていなかった

り，答えは張り出されていても自分たちで答え合わせをしていなか

ったり，ただやるだけで大丈夫なのかなと不安になります。 

学力向上を図る上で，家庭学習

を充実させていくことは大変重要

です。子供たちが主体的に家庭学

習に取り組み，そのよさにも実感

できるような共通実践事項を考案

していくとともに，それらに対し

て，学級間の温度差のない取組が

なされることにも留意していきま

す。 
短い日記は毎日書かせても良いのではないでしょうか？どんな

科目にも繋がると思います。我が子たちを見ていて，文章で伝える

力はまだまだです。大人の私たちでさえ，文章で伝えることは安易

ではないと私は感じています。 

危険 

個所 

（正門） 

正門の坂が滑りやすく転ぶ子が多いようで危ない。走って下り車

道に飛び出す子もいて危険です。 

正門前の坂は以前より滑りやす

い状況があり，また，校庭側から駆

け降りる子供もいたため，安全面

への指導を続け，高圧洗浄機でコ

ケを落とし応急的に対応しまし

た。また，町教委へ要望を出し，滑

り止め補修を行うことになってい

ます。 

 今後も指導を継続していきま

す。ご家庭でも子供たちへの声掛

けをよろしくお願いいたします。 

 

雨の日，正門入り口から降りてくる際に，滑って転ぶ子供さんを

何度か見かけることがありました。雨の日は滑りやすい状態になっ

ていないかなどのチェックや環境整備をして頂けたらありがたい

です。よろしくお願いします。 

正門の坂のところは雨の日は滑ってけがをしている子供がいま

す。対策をお願いします。 

危険 

個所 

（プール） 

プールまで階段を裸足で上がるようですが，とても熱く痛いよう

です。この暑さでは火傷の危険があるのではと心配しています。 

 状況を調べ，必要に応じて対策

を考えていきます。 

コロナ

対策 

（マスク

着用） 

コロナ対策のマスク着用について 

ただ，感染予防の観点から小学生にマスク着用を当たり前にしな

いで欲しいです。感染予防学，感染症対策の正しい知識を調べて下

さい。 

学校の対策は，「学校における新

型コロナウイルス感染症に関する

衛生管理マニュアル」（文科省）に

基づいて実施しております。マス

クは，熱中症予防を優先し，「密で

ないこと」「至近距離での会話を避

けること」を条件に，体育の授業や

昼休み，登下校等に屋外で活動す

る際はマスクを外してもよいこと

にしています。 

 

下校時のマスク着用について，熱中症が心配なので外して帰るよ

うに言いますが，「先生から言われていない」「皆がつけている」と

のことで外したがりません。熱中症が心配です。学校側からも呼び

かけをしていただけないでしょうか。 

休日の

生活 

休日等に子供同士で遊ぶ約束をしたり，８時頃遊びに来たりする

子もいます。子供には 10 時からの外出，子供通しでの遊びの約束

はしない様には注意していますが，今一度学校の方でも指導をして

いただきたく思います。 

長期休業中の過ごし方のきまり

同様，週休日や祝日の過ごし方の

確認及び事前指導を行っていきま

す。各家庭でも子供たちへの声掛

けをよろしくお願いします。 

 

教育 

相談 

先生方も大変と思いますが教育相談の日は前もって希望を調査

して欲しいです（仕事の休みの関係上）。 

事前に配付させていただいた計

画に対して都合が悪い場合の対応

はさせていただきます。ご遠慮な

くご連絡ください。 

校納金 

学校の校納金の金額を引き落とし前に教えて欲しいです。 各学級週報及び安心安全メール

で事前に告知させていただいてお

ります。ご不明な点等ございまし

たら，担任へご連絡ください。 

行事の 

案内 

行事等の案内文書を，もう少し早めに出してほしいです。よろし

くお願いいたします。 

行事前１か月をめどに案内文書

を出させていただいております

が，場合によっては遅くなること

もありました。できるだけ早くご

連絡できるよう心がけていきま

す。安心安全メールの配信や学校

便りにも掲載していますのでご確

認ください。 

 

行事 

計画 

月末，月始めを避けていただければ，助かります。 コメントからどの行事について

のご要望なのかが分かりづらい点

がございますので，ぜひ直接ご連

絡をいただけたらと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

水泳 

学習 

発表会 

水泳学習の参観の日程を一日でなく何日か設けて欲しいです。女

の子は生理などがあり参観日にできないのはかわいそうだと思い

ます。 

授業時数の関係上，行事を増や

すことはなかなか難しい点があり

ます。日頃の授業をご参観される

こともできますので，ぜひご相談

ください。 

 

水泳発表会子供たちが一生懸命取り組んでいる姿が見られてよ

かったです。時に笑いありで，とてもよいクラスだなと思いました。 

歩いて 

登下校 

車登下校禁止にしてほしい（雨の激しい時や，病気の時のみなど

は可）。虫歯治療や，徒歩での登下校など子どもたち自身で壁に貼っ

たチェックリストにチェックさせる方法など親に言ってダメなら

子どもたちに目で見てわかる方法を取ってみるのはどうでしょう

か。 

１学期に安心安全メールで２回

ご連絡させていただきましたが，

送迎のために役場駐車場が混雑し

ていることに対する地域からの苦

情が出ております。今後は学校の

１ｋｍ手前を「ウォーキングゾー

ン」と設定し，歩いて登下校の取組

を，PTA 生活指導部を中心に推進し

ていきます。 

 

その他 

いつも子供達の為に一生懸命考えて下さりありがとうございま

す。 

たくさんの貴重なご意見ありが

とうございます。 

今後とも，何かお気づきの点が

ございましたら，ご連絡いただけ

ると幸いです。 

学校経営に関する保護者評価結

果等も踏まえ，今後の学校経営に

生かしてまいります。 

 

コロナの中大変でしょうが一学期に無事に終える事ができ感謝

です。ありがとうございました。 

新年度始め 1 年生の登下校が心配でしたが，校長先生が毎朝学校

付近を見回り，子供達への挨拶や声かけをされていたので安心して

学校に送り出せました。毎朝の交通・挨拶指導ありがとうございま

す。 

担任の先生の言葉遣いが子供たちの前だけ粗いそうです。4 月中

旬のことでしたので，とても不安に感じました。 

自分自身が努力しているつもりでできていない部分が多すぎて

学校や PTA 等に意見することはできないと感じています。 

子どもや親に対して良くしてくれているので，有り難いです。 

昨年度の卒業の時，保健室の先生から，一人ずつに六年間の成長

を記したプレゼントがありました。いつも子供たちのためにと色々

と考えてくださり，とても感謝しています。ありがとうございまし

た。 


