師走 の慌ただ し い時期 にも関わらず、学校評価 ア ンケート へのご協 力誠 にあ り
がとうござ いま した。

本 ア ンケート結 果 の全 てを、貴重な資料と して三学期 以降 の本校 におけ る様 々
な教育実践等 に参考さ せ て いただきた いと考え ております。

1 学校は、教育方針をわかりやすく保護者や地域に伝えている。

69.1% 22.3%

5.8%

2.9%

0.7%

9 1.4% 8.6%

0.7%

2 学校は、授業参観日などを適切に設け、授業の様子や学校の様子を知る機会をつくっている。

75.5% 20.1%

5.0%

0.0%

0.0%

9 5.7% 5.0%

0.0%

3 学校は、学校の様子を学校・学年・学級だより、ホームページなどで分かりやすく伝えている。

63.3% 26.6%

6.5%

2.2%

2.2%

8 9.9% 8.6%

2.2%

64.7% 18.7%

7.9%

0.7%

8.6%

8 3.5% 8.6%

5 学校は、登下校時や教育活動時の安全について、指導を行い、「安心・安全な学校」づくりに取り組んでいる。

72.7% 18.0%

7.9%

0.0%

2.2%

9 0.6% 7.9%

8.6%

2.2%

6 学校は、食に関する指導を行い、子どもの食生活の改善に努めている。

59.0% 28.8% 10.8%

1.4%

0.7%

8 7.8% 12.2%

0.7%

7 学校は、子どもに優しさや思いやりの心を育てようとしている。

59.7% 28.1%

8.6%

2.2%

2.2%

8 7.8% 10.8%

2.2%

8 学校は、子どもに人権を尊重する態度を身に付けさせようとしている。

51.8% 29.5%

7.9%

6.5%

5.0%

8 1.3% 14.4%

5.0%

9

53.2% 27.3% 12.2%

2.9%

5.0%

8 0.6% 15.1%

5.0%

10 教員は、子どもの気持ちをよく理解し真剣に対応している。

54.0% 28.1% 11.5%

3.6%

3.6%

8 2.0% 15.1%

3.6%

11 教員は、子どもの間違った行動に対して毅然とした態度で指導している。

59.0% 28.1%

6.5%

3.6%

3.6%

8 7.1% 10.1%

3.6%

12 教員は、子どもや保護者が相談をした際、誠意をもって対応している。

58.3% 32.4%

7.2%

1.4%

1.4%

9 0.6% 8.6%

1.4%

13 子どもは、地域の中でいつも明るいあいさつをしている。

49.6% 30.2% 18.0%

2.2%

0.7%

7 9.9% 20.1%

0.7%

14 子どもは、家庭学習の習慣が身についている。

51.1% 30.2% 17.3%

1.4%

0.7%

8 1.3% 18.7%

0.7%

59.7% 33.8%

5.8%

0.7%

0.7%

9 3.5% 6.5%

0.7%

16 子どもは、学年活動や学校行事に主体的に取り組んでいる。

71.9% 25.2%

2.9%

0.0%

0.7%

9 7.1% 2.9%

0.7%

17 子どもは、「早寝・早起き・朝ご飯」の定着ができている。

67.6% 24.5%

5.8%

1.4%

1.4%

9 2.1% 7.2%

1.4%

18 子どもは、夜のはみがきを毎日している。

86.3%

5.0%

1.4%

0.0%

9 4.2% 6.5%

0.0%

19 校舎及び教室は、いつも美しく保たれている。

50.4% 25.2% 15.8%

7.9%

1.4%

7 5.5% 23.7%

1.4%

20 校庭は、いつも美しく保たれている。

59.7% 30.9%

2.9%

1.4%

9 0.6% 8.6%

1.4%

中 でも、 「校舎 及び教室 は、 い つも美 しく保たれ て いる。」と いう設問 に係 る
回答 の割合 から は、 トイ レ等 の整備を はじめ、 より良 い教育 環境 の充実 に向け、
石垣市教育委員会 と連携 しながら、引き続き整備を進 め て参 ります

15 子どもは、交通ルールなど校外生活の約束をよく守っている。

7.9%

5.8%

△
C+D

校長 吉濱 徳 子
長 い二学期が今 日で終 了します。二学期を無事、大きな事故も無 く終 了
できた ことを嬉 しく思 います。 明 日から は冬休 み、 クリ ス マスにお正月、
子ども達 はわくわく して いる ことと思 います。振 り返るとたくさ ん の行事
を子ども達 と共 に乗 り切 った、保護者 の皆様と 一緒 に乗 り切 ったよう に思
います。感謝致 します。
終業式 を済 ま せた 子ども達 は通知表を 手 に満 足 い っぱ いの顔 を し て い
ます。先生 から渡さ れた通知表をそ っと のぞく子、な かな か開けな い子、
いろ いろ です。
通知表と は学校 で学 んだ こと の成 果 （伸 び）、努力 の跡 を家庭 にお知
ら せす るも のですが、いろんな お知ら せが詰 ま って います。学習 面はもち
ろん、生活面、健康 面、出席 の様 子も確認 できます。では、通知表 から 子
ども の何を見取 って何を褒 め てあげ る のでし ょう か。
今 日は 「通知表 の見方」 に ついて触 れ てみた いと思 います。
お父さ ん、 お母さ んは、通知表を見る時 に、ど こに注目して います か。
低学年だと◎や ○、△ の数、高学年だと 「評定 （数字 の部分）」と答え
る のではな いでし ょう か。もち ろん、評定 は重要 です。当該学期 に、自分
が学習 した成果 （努力 の結 果）が数値と して表さ れ るも のです から、 見
逃す こと はできません。
しかし、どう しても△や数値が低 いと ころば かりに目が いきがち です。
「 何 で○○ （教科）が ×× （評定）な の！？」と いう事 は、誰 しも言
われた経験があ る のではな いでし ょう か。 オ ススメした いこと は 「良
いと ころはど こな のか探 し」、 「喜 びを共感す る」と いう こと です。例
えば、算数が ２でも、国語が ３だ ったら 「国語 ３もらえ たんだね。テ ス
トや家庭学習 で の復習が んば ってたもんね。努力が成果 にあらわれ て嬉 し
い！」と い った感 じ です。 そ の上 で、 「算 数 は○○が改善 でき るかも し
れな いね。冬休 みに 一緒 にや ってみよう か」と声 かけをす る。こ のよう に、
良 いと ころを見 つけ て、し っかりと共感 して いく こと で、改善箇 所 への取
り組 み のモチ ベー シ ョンア ップ に つながります。
「いや ー、良 いと ころが見 つからな い」と思われ る場合、評定 の内 訳
（Ａ ・Ｂ ・Ｃの評価）や、先生 から の コメ ント、学校生活 の様 子などを
見 てみる のも良 いでしょう。数字だけ でなく、言葉 と して の情報 からも、
良 いと ころを見 つけ ること は可能 です。
大 人 でも 「ダ メ」と指摘さ れ る のは、辛 いも のです。だ から こそ、 し
っかりと良 いと ころを見 つめ てみることが重要な のです。
子ども に対す る期待 が大 きければ 大 き いほど、学校 から渡さ れ る成績
に、親 は 一喜 一憂す る度合 いが大きくな ります。子ども にと って、悪 い成
績だと親 に見せる のは気が重く、隠 して見せたくな いも のにな ってしま い
ます。そうならな いよう に、通知表を受け取 ったら、今学期 はどんなと こ
ろを頑張 ったか、先ず、褒 め てあげ るよう にしま し ょう。普 段、思 って い
るわが 子 の良 いと ころは、学校 でも良 い所と して発揮 して います。それを
語 ってあげ ると いいですね。

今学 期 も保護者 の皆様 のご支援、ご協 力 のお蔭 で無事終え
た こと、深く感謝申 しあげ ます。新 年 も同様ご指導ご鞭撻 を
賜ります よう宜 しくお願 い致 します。
良 いお年を お迎え くださ い。

4 学校は、けがや事故・事件が発生した際、迅速、丁寧に対応している。

教員は、分かりやすい授業を行うよう努力し、子どもの学力向上に取り組んでいる。

△
D
C
B
A

A+B
まったくあ
ややあては あまりあて
よくわから
あてはまる
てはまらな
まる
はまらない
ない
い

質 問 内 容
No

舞台 で の

十 二月七 日土曜 日、市 民会館
大 ホー ルにお いて、 八重 山地 区
音楽 研究会 主 催 （会 長 吉濱徳
子 ）第 六十六回八重 山地区学校
音楽 発表会 が開催さ れま した。
本校 から も 三年生 四十 三名 が参
加 し、 山 田美沙先 生 の指揮 と、
玉城 みき先 生 のピ ア ノ伴奏 のも
と、 「あ りがとう の花」を優 し
く し っと りと響 かせ、 明 るく 元
気 に 「た いよう のサ ンバ」を歌
い上げ ま した。
三年生 一人 ひとり の舞台 で の
堂 々と した姿 と素敵な歌声 に、
保護者 の皆様を はじめ、多 く の
方 々が 目頭を熱 くす る感動を覚
え た ことと思 います。
三年生 の皆さ ん 一人 ひとり の
舞台 で のリズ ミカ ルな動きも格
好良 か った ！

６日（月）始業式

去 る十 二月八 日 （日）、 石垣市 ＰＴＡ連合会主催 （会長 坂中健
作） の 「親睦 スポー ツ大会」が、 八島 小学校体育館を主会場 （他、
石垣第 二中学校体育館、平真 小学校体育館） に賑や かに開催さ れま し
た。
午前中、 三会場 にて予選リーグ （市内 小 ・中学校 二十校 三十四チ
ー ム出場）が行われ、午後 から それぞれ の予選を勝ち抜 いた十 二チー
ムによ って決勝 トーナ メ ントが八島 小学校体育館 で展開さ れま した。
決勝 トーナ メ ントにお いても、和や かな雰囲気 の中 にも連帯感 のあ
る熱 い試合 が進 められ、本大会 の趣旨 であ る ＰＴＡ会員相 互 の 「
親睦、
健康づくり、連帯」が随 所 に溢 れた大会 とな りま した。
そ のような中、創立 以来初 め て八島 小学校 ＰＴＡの出場 二チー ム
（八島 ト ント ンミー ・選抜チー ム、 八島 マリ ンズ ・三年生チー ム）
が共 に決勝 トーナ メ ント へ進 出す ると いう快挙があ りま した。
さら に…、八島 マリ ンズ ・三年生チー ムが、逆転 に次ぐ逆転 の大接
戦 を繰 り広げながら、な んと歴史的快挙とな る 「準優勝 ！」と いう
成績 を収 める ことが できま した。
決勝 では、大会 八連覇中 の平真 小学校 オー ルスターズと の対戦 で惜
しくも…、と いう こと で涙を のみま したが、 「来年 は絶 対 『
優 勝』
の二文字 を … ！」と いうさらな る目標と、八島 小学校 ＰＴＡと して の
新 たな連帯が生まれた大会 とな りま した。
会場 に足を運ん で いただきま した多 く の八島 小保護者 の皆様、熱 い
声援 と細や かなサポート等、誠 にあ りがとうござ いま した。

【三学 期 の始業式 】

令和 二年 一月六 日 （月）

※八時十五分～
始業式 の日は、
通常 通り の登校時 間 です。
給食もあり、午後ま で の
授業 です。各学年 のお便 り
等を併 せ てご確 認下さ い。

六年生 の栽培委員 の
皆さ んと、四年生 以上 の
各学級 の作業 班 の皆さ
んにより、図書館横 の育 ◆交通安全 に ついて
（ 一）交通規則 の周知徹底 に ついて
苗場 で育 てられ てきた
サ ルビア、マリーゴー ル ① 交通 ルー ルを守る。信号無視を しな い、
さ せな い指導、横 断歩道を渡る。
ド、イ ンパチ ェンス等 の
苗 により、正門前 スペー ② 交通事 故 に巻き込まれな いよう に、道路
スに フラ ワート ント ン
を横 断する際 の左右 の安全確 認を確実 に行う。
ミーが整備さ れま した。 （二）自転車 の乗り方 に ついて
① 乗車する自転車 の安全点検 や ヘルメ ット
着 用努 力義務 の推進を 図る。
② 交通規則 に従 った安全な自転車 の運転を行う。

８日（水）新春書き初め会
９日（木）児童集会（保体委）
13 日（月）成人の日（お休み）
16 日（木）学級役員認証式
授業参観
お弁当の日
17 日（金）火災想定避難訓練
18 日（土）県 PTA 研究大会八重山
大会（分科会）
19 日（日）県 PTA 研究大会八重山
大会（全体会）
20 日（月）クラブ
火遊び関する指導
※１・２・３年生対象
23 日（木）児童集会（給食委）
26 日（日）石垣島マラソン
30 日（木）音楽音読集会

・ス マー ト フォンやイ ンターネ ットを介 した問題行動 の
未然防 止 に努 める。
・夜間における子ども達だけ での外出や無断外泊 の禁止

◆問題行動 の未然防止に ついて

（ 一）出かける際 には、ど こ へ、誰 と、帰宅時刻を確 認
する （
暗くなる前 に帰宅する）
。
（二） 子どもだ け で遠出を しな い。
（三） 「いか のおす し」を実践する。

◆ 不審者対策 に ついて

（ 一）地震発生時 には、近く のテーブ ル等 の下 へ避難 し、
そ の後安全な場所 へ避難する。
（ 二）津波警報 発表時 には、直 ち に海岸 から離れ、急 い
で高台など安全な場所 へ避難する。

◆自然災害等 に ついて

（ 一）海、川、ため池等 へは、友達 同士だ け で行かな い。
（二）立 入禁 止 区域や危険な場所 へは行かな い。
（三）出かける際 は、保護者 に行き先を伝 え、 一人 で行
動 しな い。

◆水難事故防止に ついて

Ｙａ４１Ｙａ４１８４ＳＳｈｉｍａ２－

１日（水）元旦

