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学校教育目標 
◎進んで学習する子ども 

◎思いやりのある子ども 

◎たくましい子ども  

 

体育参観日へのご理解ご協力、ありがとうございました。 
 年度当初６月に予定していた運動会ですが、コロナ禍により２度の延期となり、体育参観日

として平日の９月２２日（水）に実施いたしました。さらに、当日の朝になって、雨の予報が

早まったことで、急遽３０分繰り上げての実施といたしました。当日お越しいただけなかった

方や、前半を見逃された方もいたことと思います。ご家族の皆様には、大変ご迷惑をおかけし

ましたことを心よりお詫び申し上げます。 

 優先する種目を入れ替えながら、何とか予定していたすべての内容を実施できたことに、胸

をなでおろしました。改めて、ご家族の皆様のご理解とご協力に感謝申し上げます。 

子供たちは着実に成長しています。 
 走る・踊るなどの競技・種目に全力を尽くし、開閉会式では壇上で話す人をしっかり見つめ

る子供たちの姿。特に、６年生の成長が著しいと感じました。開閉会式で役割に当たっている

子、行進の先頭になって下級生を先導する子、緊張した表情で「間違えないように」という気

持ちが十分に伝わりました。 

 こうした子供たちの成長は体育参観日だけにとどまりません。先日行った後期児童会の認

証式では、三役、委員長になった６年生が素晴らしい所作 

で認証書を受け取ることができました。壇上にいた私も、 

卒業証書を渡しているような気持ちになりました。 

 体育参観日でできるようになったことは外面的な成長 

だけではなく、子供たちの内面「心」の成長を促しま 

した。これからの学校生活にも子供たちの「心」の成長が 

生かされるよう取り組んでまいります。 

 

コロナ感染予防の継続と差別的な行為の根絶のお願い 
緊急事態宣言の期限が３０日までとなっていますが、ご家族の皆様には、引き続き感染予防

の継続をお願いいたします。子供たちを含め、外出する際の基本的な予防対策「マスク着用、

手指手洗い・消毒、身体的距離の確保」は必須です。また、登校時の検温などの健康観察も引

き続きご協力をお願いいたします。学校におきましても、上記の予防対策の他、換気、黙食な

どの対策は継続いたします。 

今月上旬、伊達市内の学校でクラスターが発生した際に、感染者、濃厚接触者とその家族に

対して、詮索するなどの差別的な行為が問題となりました。伊達市の条例にも示されている通

り、差別的な行為は決して許されるものではなく、場合によっては刑事罰に問われることもあ

ります。道内の新規感染者数は減少していますが、対策が緩和されると、増加することは間違

いありません。今後、本校でも感染者やクラスターが発生する可能性は十分にあります。その

際には、感染したご家族のお気持ちを察した賢明な行動をお願いいたします。 

（伊達市立有珠小学校長 柳澤君彦） 

 

https://www.city.date.hokkaido.jp/kyoiku/detail/00001171.html


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 日(金) あゆみ配布日 

5 日(火) 閉校記念事業推進委員会設立総会・部会 

6 日(水) 全校朝会 

8 日(金) CS 学校運営協議会 

11 日(月) オンライン授業 

12 日(火) いきものいんく学習 

13 日(水) 二計測 

14 日(木) がん教室(5・6 年) 

15 日(金)  伊達市噴火避難訓練日 

17 日(日) PTA 廃品回収日 137 周年開校記念日 

道民家庭の日 

18 日(月) なわとび旬間開始 

20 日(水) 有珠小タイム 

22 日(金) 委員会② 

24 日(日) PTA 廃品回収予備日 

25 日(月) うす学③ 

26 日(火) 栄養指導(6 年)  

ネットトラブル防止教室(5・6 年) 

27 日(水) 全校朝会（なわとび） 

28 日(木) 藍染め体験(3～6 年) 

29 日(金) クラブ 

 

 

１０月行事予定 
８月２２日～２８日 

◎就寝時刻が昨年よりも安定している児童が多

く、3年生以上の平均就寝時刻は２２時以前が

82.7％（R02 年度 1 月 71.5％）でした。 

〇コロナ禍ではありましたが、毎日運動をして

いる 3 年生以上の児童が 41％でした。 

▲勉強時間が平均的に減っています。平均勉強

時間が 0 分～30 分が 51.7％（R2 年度 1 月

42.8％）、30 分から 1 時間が 37.9％（R2 年度

1 月 42.8％）でした。 

〇メディアでは、2 時間以上の使用が減ってい

ます。 ・ ・YouTube 視聴で 17.2％（R2

年度 35.8％）、ゲーム・スマホ利用で 17.3％

（R2 年度 35.7％）でした。 

・学校評価の考察も含めて、これからもご家庭

でのご協力をお願いいたします。 

体育参観日      9月 22日（水） 

 毎日、徒競走や団体競技、よさこいの練習に取り組んできま 

した。どの子も真剣に取り組み、本番でも力いっぱい競技する 

姿を見ていただけたのではないでしょうか。  

 お忙しい中、急な変更もありご迷惑をおかけしましたが、 

ご理解、ご協力いただいた上にさらに大きな拍手で盛り上げて 

いただき、本当にありがとうございました。 

閉校記念事業推進委員会設立総会の 

出欠・委任状の提出、お願いします 

 10 月 5 日（火）に行われる総会の出欠、欠席され

る方は委任状の提出を 9 月 30 日（木）までにお願

いします。なお、PTA 役員を引き受けてくださって

いるご家庭では、ご夫婦それぞれで出欠や委任状の

提出が必要になりますので、ご注意ください。 

後期児童会スタート！ 
 21 日（火）に認証式があり、後期の委員が認

証されました。一人一人名前が呼ばれ、三役と委

員長が代表して、認証状を受けとりました。 

 三役、委員長となった 6 年生を中心により良

い有珠小学校になるよう、がんばりに期待して

います。 



 

 

 

 

 

  

 8 月 26 日～9 月 2 日にかけて実施した学

校評価の結果をお知らせします。お忙しい

中、アンケートへのご協力、貴重なご意見、

ありがとうございました。 アンケート評価項目 職員 保護者 児童

(1) 学校に行くのを楽しみにしている 3.25 3.09 3.23

(2)
お子さんの話や学校からのお便り、マチコミなどで、学校の様子がわか

る(児童は、学校の様子を家で話している）
3.00 3.39 3.17

(3) 学校は、わかりやすい授業を行っている 2.88 3.17 3.60

(4)
宿題や家庭学習指導、生活ﾘｽﾞﾑﾁｪｯｸｼｰﾄでの学習時間確認が家庭学習の

習慣の定着に役立っている。
2.88 2.87 2.86

(5)
朝読書・生活ﾘｽﾞﾑﾁｪｯｸｼｰﾄでの読書時間確認･ＰＯＰ画コンテストなどの

活動が、進んで読書をするために、効果的に行われている
3.00 2.87 3.23

(6) あいさつをしっかりしている 2.88 2.83 3.43

(7) ルールを守って生活している 2.88 3.09 3.14

(8)
縦割り班（清掃･児童会活動など）やいじめ防止の取組などが、より良

い人間関係づくりに効果的に行われている
2.88 3.26 3.76

(9)
先生たちは、親身になって話を聞いてくれたり、子どもたちのことを理

解しようとしている
3.00 3.39 3.38

(10)
体育やなわとび旬間などがスポーツに親しんだり、食育などが体力向上

や健康・体力や健全な成長にために効果的に行われている
3.13 3.39 3.60

(11)
生活リズムチェックや日頃の指導などが、子どもたちの生活リズムを整

えるために効果的に行われている
3.00 2.83 3.23

(12)
避難訓練や交通安全指導、不審者対策などが子どもたちの安全確保のた

めに効果的に行われている
3.00 3.48 3.60

(13)
畑などの農業体験活動、「うす学」など、地域の人材・教材を活かした

教育が効果的に行われている
3.13 3.48

(14)
ＰＴＡ活動や個人懇談、各種行事などを通じて、子どもの健全育成のた

めに保護者と学校が協力できている
3.00 3.43

＜今後の指導に向けて＞  

（４）「家庭学習」…生活リズムチェックでも、勉強時間が減っている傾向がみられます。学校としても

家庭学習ハンドブックをもとに、家庭学習の取組を指導していきます。 

（５）「読 書」…今週から読書月間の取り組みも始まりましたので、読書の楽しさを知り、進んで読

書できるように取り組みを進めます。 

（６）「あいさつ」…マスクをしていることや大きな声は控えるように指導していることも影響があるか

もしれませんが、引き続き挨拶の輪を広げる指導を行っていきます。 

（11）「生活リズム」…生活リズムチェックから、平均就寝時刻は安定していますが、休日に遅くまで起き

ている児童もいるようです。また、メディアの使い方についても引き続き指導をして

いきます。 

 



 

＜保護者から意見＞一部要約        

「改善要望」 

・マラソン大会があってもよい。 

・PTA 活動はある特定の家庭しか参加せず、その家庭の負担が大きくなってしまってる。 

・一人風邪で休んだ際、兄弟の授業をリモート（授業風景を写すだけでも）でやってもらいたいです。熱

がなくても元気なら本人もできるといいです。      

     

＜保護者から「有珠小の教育活動で特に効果的・よい活動」と言えるもの＞ 一部要約 

・うす学・サケの幼魚の放流・海遊び・たてわり班活動 

 
・マラソン大会につきましては、校区内の道路環境等の関係から安全な実施は難しいと考えています。

体力づくりとしては、体育のほか、学校全体でなわとびに取り組んでいます。 

・PTA 活動については、負担が大きくならないよう、改善に努めていきます。 

・休校などに備え、数回、オンライン授業を予定しておりますが、まだ、風邪などで休んだ場合の伊達

市としてのリモートの体制ができていないので、今後、検討してまいります。 

 今回の学校評価、保護者アンケートは、今年度の教育活動の中間評価でもあります。課題とし

てあげられた「家庭学習」「読書」「あいさつ」「生活リズム」を今年度後半に向けて、よりよいも

のにしていくために取り組んでいきますので、今後とも、ご家庭でのご指導、ご協力をお願いし

ます。 

 また、子供たちの成長や充実した学校生活を期待する、貴重なご意見をいただき、ありがとう

ございました。新型コロナ感染拡大防止による「新しい生活様式」の中、子供たちの安全を確保

しながら、今後の活動の参考にさせていただきます。 


