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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。

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…

5:子どもの学級は落ち着いて学習できる雰囲気である。

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…

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…

8:学校は子どもの生活指導に適切に取り組んでいる。

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。

H30後期 保護者アンケート集計
白字：よくあてはまる・あてはまる 黒字：あまりあてはまらない・あてはまらない ななめ文字：わからない

よくあてはまる あてはまる あまりあてはまらない あてはまらない わからない

13:分かる授業が行われている。 

 

考察 

保護者の皆様、アンケートにご協力ありがとうございます。下段に

あるように貴重なご意見もいただきました。3学期の教育活動から早

速改善に向けていきます。前期（7月）にとったアンケートより「よ

くあてはまる」「あてはまる」の肯定的評価が多くなっています。全

校で取り組んだ成果が表れていると感じています。今回も 9 の進路

指導については「わからない」が大変多く、前号の学校便りでも触れ

ましたが、保護者の皆様にわかりやすい進路指導を行っていきます。 

小学生に進路指導？と思われがちですが、中学校に入学すると高校

入試があり、すぐに自分の進路を考えて行く場面に直面します。その

時から考えたのでは遅いこともあり、自分の適性を勘違いして誤った

選択をして悩む生徒もいます。人生それも一つの生き方であると思い

ますが、悩みが大きいと今後の人生に希望をもてず、悲しい選択をし

てしまわないとも限りません。中学生からでは遅いという考えから、

小学生のうちにそれも小 1から、しっかりした進路指導を行うよう、

文部科学省は求めています。本校でもやってきているつもりでした

が、大いに不足していたので次年度改善していきます。また 7いじめ

未然防止や 11保護者への情報提供は、まだまだ低い数値ですので、

学校運営協議会の委員の方のお力をお借りしながら、改善策を提案し

ていきます。 

ご意見 

・いつも大変お世話になっております。これからもどうぞよろしくお願い致します。 

・子どもの目線に合わせて、声のボリュームを考えて子どもたちにゆっくり話をしていただきたいです。（毎回は

難しいかもしれませんが。） 

・楽しい学校にしてほしいです。 

・叱り方に少し問題のある先生がいます。子どもたちをまとめようと声を荒げたりできていない子、騒ぐ子など

を見せしめのような（悪い見本のように示す）発言をすることは、個を認めず、他の人の大切さを認めることに

ならないと考えます。頑張って指導してくださっている結果だとは思いますが、力で押さえるのではなく、それ

ぞれの子に寄り添った教育が全体を良い方向へ促すのではないでしょうか。 

・ありのままの子どもを受け入れるということは、言葉で言うよりずっと難しいことと思います。日々に流され

ず、先生も、親も学べる場を作れるとよいと思います。 

・5 番で 3 にしたのは静かで落ち着いた状況ではないけれども皆が先生の話に耳をかたむけ、反応し、積極的に

意見を言える、とても活気のある授業ということです。 

・担任の先生の柔軟な対応や誠実な気持ち等、日々感謝しております。 

・上記の他、異学年の子どもと過ごす時間が多いのも恩二の良いところだと思います。お手本になる人がいたり、

教えてあげる立場になったりということが学習面でも生活においても子どもにとって非常に有益になっていま

す。 

・日頃の授業はもとより、学校内外での活動にも積極的な先生方のご参加があり、子どもたちの心身の発達や社

会性の育成にとても熱心に取り組んでいただけていると思います。学習への取組も意欲的な子度を見ていると、

授業が楽しく分かりやすいのだなと安心できます。 

・高学年について、卒業生が中学進学での環境変化についていけないという話をよく聞きます。個人の状況にも

よると思いますが、中 1ギャップに対しての学校の対策や取組などあるのでしょうか。 

・子どもたちが伸び伸びと学習、遊びを行っていると日々感じています。環境がとても良いです。 

・少人数算数について、少ない人数をさらに 2 つのグループに分け丁寧に指導していただいているが、どちらの

クラスになっても学習の進む速さが合わないと娘は感じている。（速すぎる、または遅すぎる）疎外感がある。別

の教科では苦手なものでもできたこと、やったことの達成感を味わえているようでとてもありがたいと思う。得

意なものはさらに伸ばしていただいているように感じる。 

・子どもも学校生活で時々戸惑うことがありますが、担任の先生と電話で相談し、保護者会で話し合うことがで

きるので問題なく通学できています。どうもありがとうございます。2学期はもうすぐ終わりますが、3学期から

も引き続きご指導のほど、よろしくお願いいたします。 

・学校生活を“子どもたち”が送ることができるように子ども中心の環境を望んでいます。子どもたちが考えて

子どもたちが中心となる学校になってくれたらと思っています。 

・11に関して、今年から特別支援教育を導入したということを総会などの公の場で説明していただけなかったこ

とを残念に感じます。今までも、転入などで困りごとを抱えた生徒さんも来ていましたが、今年は明らかに異な

りました。説明がなかった分、在校生保護者に受け入れがされづらかったと思います。6 年経てば当たり前にな

るではなく、皆で取り組むことだと感じます。 

・9について、どの学習になるのか（どの学習でやっているのか）全く分からないし、子どもからも聞いたことが

無いです。5について、各学年によって違うかもしれない。 

・発達に問題のある児童の入学が増え、他の子どもたちの負担が（精神的にも）増えて、運動会の表現など、全

体のレベル設定が低くなっているように感じます。 

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。 
 

11:学校は保護者に対して適切に情報を提供している。 
 
 

10:学校は学習環境の整備や清掃活動に取り組んでいる。 
 

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。 

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。 

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。 
 

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。 
 

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。 
 

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。 
 

1:学校の教育方針を知っている。 
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林業体験・炭焼き体験 

校  長   半田  あつ子 

いよいよ如月になりました。言い古された言葉ですが、１月は行ってしまう、２月は逃げる、３月は去って

いく。逃げる時間を追うように、やるべきことは目白押しです。インフルエンザの蔓延は止まるところを知り

ませんが、どうか、保護者の皆様には体調管理に留意されて、子どもたちの学習へのご支援を、よろしくお願                                 

いいたします。 

さて、１月に５年生の林業体験と、６年生の炭焼き体験が行 

われました。毎年森林組合の方を中心にご指導いただいている 

林業体験ですが、今年は１月２２日に実施しました。校庭で八 

王子の林業の話と、今日やる間伐の手順を教わりました。選ん 

だ間伐材の倒れる方向に「受け口」を作ります。続いて反対の 

方向から追い口を切り込んで倒します。その後枝を切り取り、 

適当な長さに切り分けます。５・６時間目を使いましたが、時 

間の関係でその全部はやり切れませんでしたが、ヘルメットを

かぶり、一人一人のこぎりをもって、伐採の体験をしました。終わりに切ったヒノキのコースターをお土産に

もらいました。ヒノキのいい香りがしました。 

６年生の炭焼き体験は、１月２５日に行いました。当日はとても寒い日で、窯のある夕やけ小やけふれあい

の里はずっと氷点下でした。まきで火を焚いてくれましたが、凍てつく寒さの中６年生は良く頑張りました。

講師の先生は「醍醐エコロジー村」の皆様です。お願いしてどうして炭ができるのかを説明していただきまし

たが、有機物と無機物の違い、化学式、元素記号などなど、中学校の化学の授業のようになり難しかったです

ね。でも、もうすぐ学習するのですから、いい予習ができたと思います。 

炭とダイヤモンドは同じ成分であり、炭焼きとは竹や木材から炭素以外の物質を取り除く作業であると教わ

りました。炭素（Ｃ）の純度は、備長炭などはダイヤモンドに 

匹敵するくらい非常に高いそうです。また、炭１グラムの表面 

積は畳３～４畳分もあるのだそうで、食用にして体内の老廃物 

を体外に出すという健康法が行われていたという話も聞かせて 

いただきました。 

そして、窯入れをした後、前もって焼いておいた竹炭をお土 

産で持ち帰りました。お酒をマイルドにしたり、ご飯をおいし 

くしたり、花瓶の水を腐りにくくしたり・・・様々な使い道が 

あります。置いておくと消臭効果もあります。どうぞ活用してください。 

２月には、３・４年の竹細工体験、５年のわら細工体験があります。楽しみにしてください。 

 

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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全校道徳を実施します 

 道徳が教科化され、どのように進めていけばよいか全国の学校で話し合いがもたれてい

ます。恩方第二小学校の校内研究は「道徳」です。「語り合う道徳」を目指し、来年の

12月の研究発表に向けて取り組んでいます。クラスのみんなと語り合う、先生と語り合

う、自分自身と語り合う、という柱で進めてきましたが、この活動を広げ、全学年同じ日

に同じテーマで「道徳」の授業を行うことにしました。全学年「集団や社会との関わり」

の内容で21日（木）に行います。休み時間や放課後、家庭での時間に、友だちや家族と

語り合う機会が生まれることを望んでいます。21日は子どもたちに「どんな授業をした

の？」「どうしたら周りの人とうまく関われると思う？」など声をかけてみてください。 

＜２月行事予定＞ 

１１日（金）クラブ（見学）放 

４日（月）全校朝会 避難訓練 放 

     新１年生入学説明会 

５日（火）安全指導 ＳＣ 司書 

６日（水）放 

７日（木）ユニセフ集会  

８日（金）ユニセフ募金始 委員会 放 

１１日（月）建国記念の日（祝日） 

１２日（火）学校運営協議会 ＡＬＴ 司書 

＊ＳＣ来校はありません 

１３日（水）ＡＬＴ 放 

１４日（木）ユニセフ募金終了 

3･4年竹細工・5年わら細工体験 

１５日（金）クラブ 放 

１８日（月）全校朝会 1･2年恩方交流学習 放 

１９日（火）ＳＣ 司書 

２０日（水）ＡＬＴ 放 

２１日（木）誕生日集会 全校道徳  

２２日（金）クラブ 放 

２５日（月）全校朝会 6年恩方中学校体験授業 

      3･4年保護者会 放 

２６日（火）1･2年保護者会 ＳＣ 司書 放 

２７日（水）ロング昼休み ＡＬＴ  

ハッピーランド 14:31バス 

２８日（木）保健朝会 5･6年保護者会 放 

耳鼻科校医講話 13:30－14:30視聴覚室 

 

３／１（金） 6年生を送る会 委員会 放 

３／２（土） 放課後子ども教室ピザ作り（午前中） 

３／４（月） 全校朝会 避難訓練 清掃週間始 放 

耳鼻科校医講話 2月 28日 13:30-14:30 視聴覚室 
28日（木）に耳鼻科の校医である大木和明先生（元八王子耳鼻科院長）をお招きし、

お話をいただきます。鼻で辛い思いをするお子さんは多いです。この機会に日々の対応の

ヒントをいただきましょう。質問もできるかもしれません！＊5･6年生の保護者会の始

まる前の時間の実施です。この日は放課後子ども教室もあります。 

 

 

恩方地域の交流学習  

恩方中学校 恩方第一小学校 元木小学校 恩方保育園 恩方西学童 

 18日（月）は1･2年生が恩方第一小学校と恩方保育園に行き、交流活動をしてきま

す。25日（月）は6年生が恩方中学校に行って中学校の授業を体験してきます。恩方中

学校、恩方第一小学校、元木小学校、恩方保育園、恩方西学童の職員は保幼小連携、小小

連携、小中連携として交流をしています。小学校への入学と卒業（中学校への入学）をス

ムーズに進めることができるような活動です。 

 


