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ご意見 

・先日の保護者会で感じたことですが、先生が親にとても遠慮しているように思います。バスの中で、大体騒ぐ子は同じ子だと思い

ます。もう少しはっきり言っても良いと思います。（個別でも）わが子が何か迷惑をかけているのなら、私なら知りたいと思います。

知らないと（具体的には）何もできません。 

・いつも連絡ノートを活用して相談させていただいています。客観的なアドバイスとてもありがたく、不安が軽減して、心にゆとり

ができます。小学校が親の自分も初めてなので要領が分からないことが多々ありますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

・学校の教育方針を念頭に公平で安心できる教育の提供を切に望みます。 

・少人数だからこその教育を望みます。（学力向上、落ち着いた生活）算数の少人数クラスとても楽しく、我が子は算数が好きにな

りました。 

・子どもの個性を重んじ、適切な教育をしてくださっていると思います。とてもしっかりした学校で安心です。 

・地域の方との交流を行ってくださり、自然体験を積極的に行っています。とてもうれしいです。心豊かな思いやりのある人間へ育

つのを願っています。 

・教師は丁寧な言葉遣いをしてほしい。授業中携帯を教室に持ち込みをしないかまたは音が鳴らないように配慮してほしい。 

・学校の教育方針に沿った公平で安心の子どもたちへの指導の提供を切に願います。親ばかり見てないでください。 

・いつもありがとうございます。 

・No.1・2・3・5以外の「学校は…」の項目は学年担任の指導が各々なので回答しづらい。6年生においては取り組んでいただいて

いると感じている。「9」に関しては具体的な指導がわからない。「10」プール更衣室が汚い（子どもの意見）、換気扇はあるのでしょ

うか。視聴覚室のエアコン設備に感謝いたします。「11」適切に情報を提供については事案によっては疑問点があるが、行事等のお

知らせは届いていると思う。 

・学校に対して過度に我が子への対応を求める保護者がいて、先生方の苦慮が感じられ、お察し致します。それが他の子（特に高学

年）の児童に耐えてもらう、という方向になり、しわ寄せがいっていないか気になります。最高学年でもまだ 11～12歳の子どもで

す。 

 

考察 

 本校は今年度から、特別支援教室が本格実施となり、毎週月曜日に情緒障害児学級のす

まいる学級(元木小)の先生が訪問指導をしています。さらに本校での指導をサポートする専

門員が配置されました。また、教員の働き方改革を推進するため、スクールサポートスタッ

フが配置されています。学校として、新 1 年生のスタートカリキュラムを充実させるため

人的充実を図りました。新 1 年生への対応に備え、生活指導も見直し、体制強化を図った

のですが、困難な状態が長く続いてしまいました。学校評価は厳しいご意見が多かったよ

うに思います。 

 5の「学級は落ち着いて学べる雰囲気である。」が、あてはまる、よくあてはまるを合わ

せた数で、昨年度の学校評価アンケートより 10 ポイント下がっています。7のいじめの未

然防止対応は 20 ポイントと大幅に下がっています。8 の生活指導の取組は 10 ポイント下

がりました。11 の保護者への情報発信は 15ポイント下がり、あまり思わないが 10倍にな

った状況です。どの子も安心して仲良く活発な学習を続けられるように努力してまいりま

す。6年保護者から、縦割り班リーダーとしての負担感が 6年生には重い、というご意見が

寄せられました。7月の生活指導部会で、6年生の負担感を少しでも軽減できるようにと、

各リーダーへの教員側の支援を強める、1年担任はもとより、学校全体で情報共有し、校内

ルールが守れるよう指導していっています。またバスの乗り方については西東京バスと連

絡を取りつつ、学校としての体制強化を図ります。 

 保護者への情報発信に関しては、個人情報もあり、共通理解を図る難しさを感じていま

すが、1学期以上の学校と家庭との連携を図っていけるよう推進していきます。2学期もよ

ろしくお願いします。 

1:学校の教育方針を知っている。 

2:学校が力を入れて行っている取り組みについて知っている。 

3:学校が恩方３校と一緒に行う取り組みについて知っている。 

5:子どもの学級は落ち着いて学習できる雰囲気である。 

4:学校は子どもが自分の大切さ、他の人の大切さを認め、行動することが
できるような教育を進めている。 

6:学校は授業において、説明、板書、発問、視聴覚機器（ＩＣＴ機器）の
活用などの工夫に取り組んでいる。 

8:学校は子どもの生活指導に適切に取り組んでいる。 

7:学校は、いじめの未然防止への取組、いじめの早期発見、早期対応等
いじめを許さない学校づくりに取り組んでいる。 

9:学校は子どもの将来の進路や職業について適切に指導している。 

10:学校は学習環境の整備や清掃活動に取り組んでいる。 

11:学校は保護者に対して適切に情報を提供している。 

12:学校の子どもの学習活動に対する評価は適切・公平である。 

13:分かる授業が行われている。 
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日常の大切さ 

校  長   半田  あつ子 

 

ひと頃の猛暑もようやく影をひそめ、恩方第二小の校庭も秋の気配が感じられるようになってきました。８

月から始まった２学期も、ようやくエンジンフルパワーで、学問の秋、読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋に

向けてまい進していきたいと思います。 

さて、９月２７日（木）、２８日（金）の１泊２日で、５ 

年生が清水移動教室に行ってきました。天候は“半分青い” 

状態でしたが、５年生は元気いっぱい様々な体験に取り組 

んでいました。静岡のお茶や水族館の魚の生態など調べて 

きたことを質問して、発表に備えていました。９日の清水 

の発表を楽しみにしてください。 

台風２４号が猛威をふるいましたが、この夏は西日本豪 

雨や北海道の地震など自然災害が多く、猛暑も「災害と言 

っていい状況」と報じられて、様々な地域で被災された方

の映像が多く報道されました。「夢であってほしい」「昨日までの日常に帰りたい」と涙される方を見るたび、

今普通に過ごしている日常の大切さを改めてかみしめています。 

そのような気持ちの時にある新聞記事に出会いました。紹介します。 

「娘は２歳で自閉症と診断された。睡眠障害、著しい多動。母は疲れ果て涙する日もあった。だが、懸命に

娘に寄り添う中で気づく。当然と思ってきた日々の営みが、実は尊いものなのだと。娘が自分で食事をした。

字が書けた。学校へ行った。無事に帰ってきてくれた。感動、感 

動の連続。たくさんの感謝で満たされた母の心に包まれ、娘は奇 

跡的に成長する。現在切り絵作家となり、アメリカのニューヨー 

クで展示会を開く。『自閉症もまんざら捨てたもんじゃなかとよ。』 

「まんざら」と言えるまでにどれほどの苦労があったかわからな 

い。朗らかに語る母の満面の笑顔が印象的だった。」 

育児は育自と言われます。ネット社会の中で育児の情報が氾濫 

していると言っていいでしょう。育児書に書かれていることも、 

平均的な乳幼児や児童のデータであって、それに翻弄され、お子 

さんを叱るようなことは避けたいものです。また、お子さんの行動にも上記のお母さんのように感謝までは難

しくても、受け入れることができればと考えます。 

子どもたちの一歩ずつの成長を学校全体で支援していける恩方第二小でありたいと思います。 

山は緑に水はすみ 

 

[文書の重要な部分を引用して読者の注意を引いたり、このスペースを使って注

目ポイントを強調したりしましょう。このテキスト ボックスは、ドラッグして

ページ上の好きな場所に配置できます。] 
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なわとび小助特別授業・学校運営協議会地域講演会（落語の披露もあります） 

 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに向け、オリンピック・パラリンピック

学習を学校でも行っております。昨年度好評でした、なわとび小助さんによる特別授業。

小助さんの指導によりたった１日で二重跳びができた、という子も出ました。今年は１０

月１５日（月）に行います。８：２５から１５分間はパフォーマンスがあります。お時間

ありましたら体育館までぜひお越しください。また、９日（火）は、昨年度全学年で伝統

文化の指導をいただきました落語家の桂文ぶん師匠に来校いただき、学校運営協議会の講

演会（落語の披露も!）を行います。６年生が落語を鑑賞します。こちらもぜひお時間あり

ましたら足をお運びください。落語は１４：２０から、講演会は１５：２０から、視聴覚

室にて行います。 

＜１０月行事予定＞ 

１１日（月）全校朝会 八王子ビートレインズ 

バスケットボール指導(5･6年) 放 

１２日（火）パウロの森森林学習(3･4年) 

ＡＬＴ ＳＣ 司書 

１３日（水）ＡＬＴ 放（ハッピーランド） 

      小中一貫教育の日 

１４日（木）保健朝会 安全指導 

１５日（金）避難訓練 クラブ 放 

      ＰＴＡ全委員会 

９日（火）清水発表集会 学校運営協議会 

落語学習(6年)・講演会 ＳＣ 司書 

１０日（水）ＡＬＴ 放 

１１日（木）図書集会 安全指導 

１２日（金）恩二小モール 委員会 放 

１５日（月）読書週間始 放 

なわとび小助特別授業 

１６日（火）プラネタリウム見学(4年)就学時健 

診 ＳＣ 司書 

１７日（水）ロング昼休み ＡＬＴ 放 

１８日（木）図書集会 福祉学習(4年) 

１９日（金）ヤマメ増殖活動 放 

２０日（土）学校公開 道徳授業地区公開講座 

保護者交流会・スポーツ鬼ごっこ 

２２日（月）振替休業日 

２３日（火）ＳＣ 司書 

２４日（水）3年以外 4時間授業 放 

２５日（木）誕生日集会 生活科見学(2年)  

２６日（金）読書週間終 社会科見学(4年) 

クラブ 放 

２７日（土）２８日（日） 

恩方市民センターまつり 

２９日（月）全校朝会 放 

３０日（火）学芸会特別時間割始 ＳＣ 司書 

３１日（水）ＡＬＴ 放 

 

１１／１（木） 飼育・栽培委員会集会 避難訓練  

１１／２（金） クラブ 放 

道徳授業地区公開講座・交流会・スポーツ鬼ごっこ！２０日（土）は学校へ！ 

 ２０日（土）は学校公開です。１～４時間目は通常の授業公開、５時間目は全学級道徳

の授業を行います。本校は明星大学教授の大原龍一先生を講師に招き、道徳の授業の校内

研究を行っています。ぜひご参観ください。６時間目の時間は公開は致しません。１４時

２５分より視聴覚室にて交流会を行います。文部科学省の家庭教育支援チーム「星とおひ

さまフィーカキャラバン」の方をお招きし、お茶も用意しております。当日参加も歓迎で

す。よろしくお願いいたします。また、子どもたちは１４：３０から放課後子ども教室

「やまのこ」でスポーツ鬼ごっこができます。保護者の方も大人チームでの参加、また審

判役などでご参加いただけます。お話ししたい方は視聴覚室、汗をかきたい方は体育館

へ、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 


