平成 30 年度 学校自己評価書

―保護者や地域の皆様へ―

小美玉市では，市内各小中学校及び市立幼稚園で，教育活動その他の学校運営の状況について，自ら評価を行
っております。各学校・園がその結果を公表しておりますが，ここでは「保護者や地域の皆様へ」という部分の
みをまとめてお示しします。
今後も，市民の皆様に情報をお伝えしてまいりますので，学校教育への御理解と御協力をよろしくお願いいた
します。

【小川小学校】
○日頃より，本校教育活動にご理解・ご支援をいただきありがとうございます。今年度の本校の取組と達成状況は評
価書のとおりです。平成 30 年度末の閉校を控え，今年１年は「ありがとう」をテーマに教育活動を進めてきました。
児童一人一人が小川小学校で学んだことに誇りをもつとともに，新しい学校への夢と希望を抱いて進学・進級でき
るよう，残り少ない日々となりましたが，職員一同力を合わせて参ります。
○これまで小川小学校を支えてくださった保護者の皆様，地域の皆様に厚く御礼を申し上げます。ありがとうござい
ました。

【野田小学校】
○本校は，「学ぶ力を身に付け，たくましく，心豊かな児童の育成」を教育目標とし,知・徳・体のバランスのとれた
児童の育成を目指しています。
○今年度は，「家庭学習強化週間」や「補習日」を設定し，家庭学習の習慣づくりや学習内容の基礎・基本の定着に
力を入れ，学力向上を目指しました。今後も T.T（複数の教員による指導）や少人数習熟度別学習，補習日の設定
による個に応じた指導を推進し，授業改善や学び合う学習形態の工夫に努めてまいります。
○体力の向上にも力を入れ，授業での運動量の確保，外遊びの励行，パワーアップタイムによる総合的な体力の向上，
業間マラソンの実施などにより，体力テストにおいても成果を上げています。また，人権教育や道徳教育などを通
じ，豊かな心の醸成に努め，いじめ・不登校の解消 100％を維持しています。
○学習支援ボランティアとして，のべ 250 人を上回る方々にご支援いただきました。コミュニティ・スクールとして
の実績を生かし，今後さらに，保護者や地域住民の方々のご協力を得，豊かな教育を推進してまいりたいと考えて
おります。よろしくお願いいたします。

【上吉影小学校】
○今年度も「子供たちのために何ができるか，子供たちのために何をすべきか」を合い言葉に学校，児童，保護者，
地域が「つなぐ，つながる，つなげる」ことを重点に置きながら，知・徳・体のバランスのとれた児童の育成を目
指して教育活動を進めて参りました。授業公開，各種便り（学校便り，学年便り，保健便り等）の発行，Ｗｅｂペ
ージの公開，学校便りの地区回覧による情報発信をして参りました。学校評価保護者アンケートでは，96.2％の保
護者から「学校の様子がよく分かる」の回答をいただきました。引き続きタイムリーな情報を発信し，開かれた学
校づくリに努めてまいります。
〇マナーアップ運動による朝のあいさつ運動には，ＰＴＡ本部役員をはじめ多くの保護者の方々に早朝よりご協力い
ただきまして感謝申し上げます。
「元気なあいさつができる児童」82.2％（児童アンケート）
「進んであいさつがで
きる児童」83.9％（保護者アンケート）となっておりますが「元気な気持ちのよいあいさつ」が課題です。今後も
あいさつ運動等を通して「元気な気持のよいあいさつができる児童」の育成に努めていきたいと考えておりますの
で，保護者，地域の方々のご協力をお願いいたします。また，保護者の皆様には毎月の「生活チェックカード」に
ご協力いただきましてありがとうございます。子供たちの生活の様子を把握して指導に生かすことができました。
「家族ふれあいタイム」
（話合いシート）も活用し，親子で話し合われた内容をお便り等で紹介し，学校，保護者の
皆様との共通理解を図っていきたいと思います。
〇環境整備や樹木の伐採，学校田，畑での農業体験，書道やそろばん指導，昔遊び体験など今年度も多くの方々に学
校を支援いただき，充実した教育活動を行うことができました。大きな事故もなく安全に児童が生活できましたこ
と感謝申し上げます。今後も充実した体験活動や教育環境整備に努めてまいりたいと思いますので，よろしくお願
いいたします。

【下吉影小学校】
○本校は，小規模校のよさを生かし，一人一人を大切にするきめ細やかな教育活動を展開してまいりました。特に，
今年は，学力の向上並びに社会を生き抜く力の育成を核とし「ほめて伸ばし夢を育む教育」と「自主性・自立性の
育成」を推進するとともに「今日が楽しく，明日も楽しみな学校づくり」を実践してまいりました。
○学力面では，子供たちが自ら考え判断するとともに，共に学び合い，互いに向上できるような授業づくりを目指し
てきました。その結果，自分の意見を堂々と言える子供が多く育ちました。県学力診断のためのテストでは，やや
課題が見られますが，学校全体としては県平均を上回ることができました。
○行事や縦割り班活動では，上級生が下級生の面倒をよく見ることができました。これは本校のよさの一つでもあり
ます。子供たちの成長を保護者や地域の皆様と共有できたことは大きな喜びでした。
○さらに，本校の特色の一つでもある全校ミュージカルや合唱，稲作，下吉祭りでは，たくさんの保護者や地域の皆
様に関わっていただき，成功を収めることができました。子供たちが自分に自信をもって生き生きと輝く姿をたく
さん見ることができました。美しく澄んだ歌声や自信を持って表現する姿は大きな感動を残しました。心を一つに
する体験や自然体験は子供たちの豊かな人間性の基盤となると信じています。ご協力くださった皆様に感謝申し上
げます。
○これからも，保護者や地域の皆様の声をよく聞き，手を取り合って，知性に富み，心豊かでたくましい児童の育成
を目指してまいります。引き続き本校の教育活動へのご理解，ご協力をお願いいたします。

【橘小学校】
○本校は，「自ら学び，豊かな心と丈夫な体をもつ児童を育成する －学校大好き，地域大好き橘っ子－」の
育成を目指し教育活動に取り組んでまいりました。
○本年度も，橘まつり，運動会，サツマイモ栽培や校外学習等たくさんの教育活動に，ご協力いただき本当に
ありがとうございました。
○さらに，ジャガイモの収穫,植木の剪定，花苗植えなど多くの保護者や地域の皆様のお力のお蔭で児童も充実
した学校生活を送ることができました。心から感謝申し上げます。
○来年度からは,小川小と統合して小川南小の開校となりますが,今後とも，ご支援，ご協力の程どうぞよろし
くお願いいたします。

【竹原小学校】
○学校経営の基本方針として「楽しく元気な学校づくり」をあげ，キーワードとして『協働と対話』を掲げま
した。学校全体として｢協働する場，対話する場の充実を図る｣を組織目標として取り組んできました。学習
場面では，対話的な学びの充実を図るために，ペア学習やグループ学習などを意図的に組み込み，児童同士
の関わりを作ったり，表現活動の充実に取り組んできたりしました。また，従来からも取り組んでいる異学
年集団としての縦割り班グループでの活動を継続し，多くの場面で活動をしてきました。また，あいさつ運
動での呼びかけや福祉施設への訪問，校外学習など小学校だけでは体験できない学習場面を設定してきまし
た。自他の違いや共通点に気付き，自分を見つめることにつながっています。一人一人の成長を促していま
す。
○児童の学校生活アンケートでは，肯定的な回答が，ほぼ全項目で 80％を超えています。その中で，「正しい
言葉遣いができる」「夜は早く寝るようにしている」｢朝は自分で起きられる｣｢宿題以外の学習にも取り組ん
でいる｣「本を読むことは好きですか」が 80％を切り少なめの傾向が見られました。個別対応が必要な場面も
あるので，児童一人一人に目を配り，個別に細かな対応をしていきます。
○平成 30 年度の県学力診断テストの結果からは，本校の平均正答率は，４つの学年のうち３つの学年で県の平
均正答率よりやや低い状況です。学年により傾向に差はありますが，正答率の低い設問を復習し，補充学習
を行います。

【羽鳥小学校】
〇本校では，学校教育目標「進んで学び 心豊かに たくましく生きる児童の育成」の実現に向けて，今年度から「一
人一人のよさを認め励ましほめて伸ばし夢を育む教育～今日が楽しく明日も楽しみな学校づくり」を教育スローガ
ンに掲げ，教育活動の刷新に取り組んできました。特に，一人一人の夢を育むために，「ドリームバード」（夢と
３つの目標達成）に挑戦し，学校評価アンケート「学校が楽しい」の項目では，９割以上の支持を得ました。夢や
目標に向かって努力することで，児童一人一人が，自己肯定感を高め，周りから認められることで，自己有用感を

覚えるようになり，大きく変容してきたことを実感しています。そして，それが知・徳・体の伸張を促す原動力に
なっていると考えています。
〇一番の課題であった学力向上については，県事業「授業力ブラッシュアップ研修重点校（算数科）」の指定を受け，
「児童が互いに聴き合う対話的な学びへの転換～探究的な算数科の指導を通して～」を研究テーマに，授業改善に
努めてきた結果，児童一人一人の学習意欲が向上し，県の学力診断テストでは，平均正答率を大幅に伸ばすことが
できました。
〇保護者および地域ボランティアの皆様，今年度も本校教育への全面的なご理解・ご協力をいただきありがとうござ
いました。特に，希望ヶ丘公園の運動会，親子で地域で防災教室，はとりっ子感謝祭等，新規行事への積極的なご
支援に心から感謝申し上げます。
次年度も，現状に満足することなく，職員一同，飽くなきチャレンジ精神で，羽鳥小学校 の発展に力を尽くして
いきたいと決意を新たにしております。何とぞ更なるご支援をよろしくお願いいたします。

【堅倉小学校】
○学校教育目標「確かな学力と豊かな心をはぐくみ，たくましく生きる児童を育てる」の実現に向けて，「授業改善
を通して，質の高い学びを実現し，学力の向上を図る」「豊かな人間関係づくりと心の教育の充実」「保護者・地域との
連携による魅力ある開かれた学校づくり」の３つ柱を立て教育活動を推進してまいりました。

○一つ目の「授業改善を通した，質の高い学びの実現と学力向上」については，算数科を中心に授業の改善と充実を
図ってまいりました。さらに校内研修を充実させ学力向上に努めてまいります。
○二つ目の「豊かな人間関係作りと心の教育の充実」については，道徳の時間や特別活動，学校行事等，体験活動を
重視してまいりました。今後も，互いの良さを認め合いながら，お互いを高めていける機会を大切にし，豊かな心
をはぐくんでまいります。
○三つ目の「魅力ある開かれた学校づくり」については，ホームページの学校ニュースの毎日更新や学校便りを通し
て，積極的に情報発信するとともに，アンケートや皆様からの直接のご意見を生かした学校運営に努めてまいりま
した。
○平成 31 年度も，保護者の皆様，地域の皆様の声を大切にしながら職員一同努力してまいりますので，今後ともご理
解，ご協力を賜りますようお願いいたします。

【納場小学校】
○保護者の皆様，地域の皆様，日頃より本校の教育活動に深いご理解とご尽力を賜り誠にありがとうございます。お
かげさまで児童は安全安心で楽しく，充実した学校生活を送ることができました。
○総合的な学習の時間の一環として実施している米作りでは，米作りボランティアやＰＴＡの方のご尽力により，児
童は田植え，稲刈り，脱穀などの貴重な体験させていただき，米づくりの大変さなどを学ぶことができました。
「納
場っ子 夢未来フェスタ」
において赤飯や餅に加工して美味しくいただき，
収穫の喜びを味わうことができました。
○登下校のボランティアの皆様には，１年間を通して児童の交通安全のためのご尽力いただきありがとうございまし
た。おかげさまで大きな事故やけがもなく安全に登下校することができました。
○金管バンド部については，
「納場コミュニティふれあい祭り」
「茨城県芸術祭」
「安心・安全まちづくり市民大会」で
演奏の場を提供していただき，部員の励みになりました。また，保護者や地域の方のご支援により，日頃の練習に
も意欲的に取り組むことができました。
○納場コミュニティ，子供会育成会，小美玉市民の会，名友会等のご支援により，児童は地域の様々な行事に参加し，
児童の地域への所属感を深めることができました。
○「納場地区教育振興後援会」の皆様には，学校の教育振興のためにご尽力いただきありがとうございました。おか
げさまで授業を初めとして運動会などの学校行事や金管バンド部の楽器購入などに活用させていただいています。
○平成 31 年度も保護者の皆様や地域の皆様の忌憚ないご意見をもとに，よりよい教育活動ができますように，職員一
同努力してまいります。今後とも，本校の教育力の向上，発展に一層のご理解とご支援を賜りますよう，よろしく
お願いいたします。

【玉里小学校】
○地域の皆様には，本校の教育活動にご理解とご協力を賜り，誠にありがとうございます。特に，玉里小学区見守り
隊の皆様による登下校の見守りやお声掛け，
「ひこうせん」や「てるてる」の皆様による毎週の読み聞かせ，図書ボ
ランティアの皆様，各学年の校外学習において引率いただいた皆様等々，たくさんの方々に玉里の子供たちのため
にご尽力いただきました。これらの活動や玉里小学区コミュニティの行事へ参加することを通して，児童は，地域

とのつながりを実感し，郷土を愛する心が育まれています。地域の皆様に，お褒めの言葉や励ましの言葉をいただ
いたことで，自分が成長しているという自信につながっているようです。私たち教職員は，子供たちが将来の夢を
描き，その実現のために自分を高めていけるような力を身につけられるよう，①確かな学力，②豊かな心，③健や
かな体の育成を目指し，教職員一丸となって児童支援に尽力して参ります。今後とも，温かいご支援とご協力をお
願いいたします。
○平成 31 年度は，外国語活動の教科化など教育課程が大きく変わります。小学校では授業時間や教育内容の増加で児
童の負担が年々増大しております。
環境や安全面などでも子供たちを取り巻く状況も厳しくなっております。
また，
私たち教職員も厳しい勤務状況が常態化しており社会問題となっております。現在，本校では，よりよい教育のた
めに，児童にも教職員にもよい環境を作れるよう，学校行事の見直し等の改革を進めております。過渡期では，様々
な問題が予想されますが，
「すべては子供たちのために」という共通の願いをもって，学校と地域と保護者で知恵を
出し合い，よりよい学校になるように努めて参りたいと存じます。今後とも，お力添えを賜りますよう，よろしく
お願いいたします。

【玉里北小学校】
○保護者の皆様や地域の皆様のご協力で，1 年間児童が楽しく元気に登校し学習することができました。心より感謝
申し上げます。学習には安心・安全が欠かせません。児童が学習や学校生活に集中できますよう皆様のご協力とご
支援をこの後もよろしくお願いします。一方，社会全体では新たに児童生徒が巻き込まれる不審者や SNS やインタ
ーネットでの事件が増えています。スマートホンやタブレット，インターネットにつながるゲーム（オンラインゲ
ーム）などは，家庭や校外での利用がほとんどです。このような事故や事件に児童が巻き込まれないよう利用のル
ール作りなどを，保護者や地域の皆様と進めていきたいと思います。
○児童には個人差があり，それぞれが課題に対して目標を持って取り組むことが大切です。そのためには，児童が安
心できる落ち着いた環境も重要です。心配や不安を抱えていては，課題に取り組む意欲や授業，学習に集中するこ
とは困難です。また，保護者の皆様やご家族，地域の皆様の励ましや称賛が児童の自信や意欲を高めます。玉里北
小学校でも全職員で児童の指導・支援に当たっていきますので，お子様のがんばっている姿や成長した姿が見られ
たときには，是非褒めていただければと思います。
○学校行事などを中心に学校の様子を，ホームページの学校ニュースや学校だよりなどで発信してきました。是非，
多くの保護者の皆様や地域の皆様に見ていただければ幸いです。
（ 玉里北小学校 http://www.city.omitama.ibaraki.jp/tamarikita-e/）また，広く学校公開をしておりますので，
直接児童の様子や学校の様子を見ていただき，
ご意見や励ましの言葉などかけていただければこの上ない喜びです。
○まだまだ課題や問題点はあると思います。
皆様からご意見をいただければと思います。
改善方策を十分に話し合い，
全職員で改善に取り組んでいきます。

【玉里東小学校】
○本校では，
「地域とともにある学校」を目指して学校と地域の組織的・継続的な連携・協働体制の確立に努めており
ます。地域の歴史・自然・産業などに関する物的・人的な教育資源に目を向けて，積極的に学習教材として生かし
たりゲストティーチャーとしてご協力いただいたりしております。このような活動を通して，子供たちは，地域に
出かけたり地域の人と温かくふれ合ったりしながら，地域の素晴らしさを再発見しております。また，稲作プロジ
ェクトや東のまつりでは，たくさんの保護者・地域の方々のご協力によって，収穫の喜びを味わうとともに感謝の
気持ちを高めることができました。
○地域への情報発信と地域からの情報収集につきましては，月 2 回の学校だよりの発行や区長便による回覧，毎日の
ホームページブログ更新等で子供たちの頑張りをお伝えしております。そして，それに対する評価を保護者の皆様
からアンケート回答という形でいただき，教育活動の改善に役立てております。
○2021 年度の義務教育学校の開校を見据えて，これからも小規模校としての強みや特性を生かし，子供の個性や持ち
味を生かして「楽しく学べる学校づくり」
「信頼される学校づくり」
「開かれた学校づくり」を推進してまいります。
そして，学校教育目標「自ら考え行動し 心豊かに人とかかわり 強くたくましく生きようとする児童の育成」の
達成に努めてまいります。地域や保護者の皆様，今後ともご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

【小川南中学校】
○平成 29 年４月から旧小川高校跡地への移転により，新環境での学校生活がスタートしています。保護者・地域・各
分野の関係者の皆様にお力添えをいただきながら，生徒たちは充実した学校生活を送っています。本校の学校教育
目標「これからの時代を切り拓くたくましい生徒の育成」を達成するために，今年度は「一人一人の『学び』を大
切にした授業実践」を組織目標として掲げ，「チーム南中」全職員で取り組んでおります。

○さらに「生徒が主役となって生き生きと学んだり活動したりしている学校」「生徒に『心の居場所』がある学校」
「明るく元気なあいさつのある学校」「季節感，清潔感，潤いのある学校」等をより具体的な生徒の姿や学校環境
として捉えております。学校公開日や体育祭，あしのめ祭（文化祭）など，生徒の真剣に学ぶ様子や主体的・創造
的に活動する生徒の様子を直接ご覧いただける機会もございます。ぜひご来校いただき，皆様の生の声をお聞かせ
いただけましたら幸いです。
○本校の教育活動や生徒の様子や各種たよりについては，ホームページでも紹介・掲載しております。ご覧いただき，
引き続き，本校の教育活動へのご理解，ご協力をお願いいたします。

【小川北中学校】
○本校の教育目標である『あたたかい心で人とかかわり，何事にも全力で取り組む生徒の育成』
，そして，目標具現化
のためのスローガン「美しい学校」の実現に向けては，生徒の頑張りと教職員の支援により，大変充実した取組が
できました。この一年，生徒はさまざまな体験をし，心身共に大きく成長しました。特に，部活動や各種行事を経
験して得られた充実感，達成感，及び反省点は，必ずや次への意欲につながるものと確信しています。保護者の皆
様や地域の方々のご理解とご支援のおかげもあり，いろいろな場面で生徒の善行が見られ，お褒めの話をいただく
ことも増えています。一方，少数ながら生徒間のトラブルや問題行動もあります。これについては，全職員で共通
理解するとともに方向性を定めて共通行動に努めています。今後も全職員がアンテナを高くし，課題や問題行動の
早期発見と早期解消に全力を尽くす所存です。
○学力・体力の向上に向けては，全職員で研修を進め，
「学び合い」のよさを生かした授業改善と生徒の学ぶ意欲を高
める授業の工夫を進めてまいりました。また，2019 年度から教科となる「特別の教科 道徳」の授業についての研
修にも取り組んでいるところです。生徒は，毎日の部活動や体育の授業へも一生懸命取り組んでおり，体力を着実
に身に付け，県内でも昨年以上に高いレベルを維持できています。また，課題であった家庭学習についても学習時
間・内容共に高まってきていることが生徒アンケート等から分かります。
○今後も『あたたかい人間関係』を本校のキーワードとして，学習や部活動，生徒会活動や学校行事等それぞれに主
体的に取り組み，常に上のレベルを目指す生徒集団，教職員集団になるよう努めてまいります。
○生徒の心身の健全な育成には，保護者の皆様，地域の方々を始め多くの皆様のご支援，ご協力が欠かせません。本
校ではさらに開かれた学校を目指し，授業公開や行事等に工夫改善を加え，気軽に足を運んでいただけるよう適切
な情報発信に努めます。保護者や地域の皆様には，その豊富な教育力を学校の教育活動の充実に向け，ご協力いた
だければありがたく存じます。
○最後に，本校は，コミュニティ・スクールとして，既存の小川北学区コミュニティ委員会との連携を図り，今後も
いっそう地域に根差し，地域と連携した小川北中学校になるよう努めてまいります。さらなるご支援をどうぞよろ
しくお願いいたします。

【美野里中学校】
○平成 30 年度は，「生徒に自主的・主体的な活動をより多く体験させる」ことを目標に様々な教育活動に取り組み，
その結果，生徒の自治活動が推進され，自主性や自律性が育まれました。
○学習面につきましては，基礎学力の定着と学力の向上を目指し，少人数指導やティームティーチング等を実施して，
個への丁寧な支援を行うことに力を入れてきました。授業では，落ち着いた雰囲気の中で学び合う姿が見られ，学
び合いの中での意見交換や考えの練り上げも行うことができています。今後もどの生徒も毎時間の授業に安心して
取り組める学校づくりを推進するとともに，さらにご家庭とも連携を深め，家庭学習の充実等を図ることにより，
学習習慣の形成とさらなる基礎学力の定着を目指していきます。
○部活動おいては，本年度も，多くの部活動で県大会に出場し，新体操部と陸上部が関東大会出場を果たしました。
また，吹奏楽部は，日本学校合奏コンクール 2018 全国大会グランドコンテストに出場しました。さらに，演劇部の
定期公演，美術部の芸術鑑賞，陶芸体験による作品展示を行うことを通して，運動部以外の活動についても対外的
に情報を発信することで，生徒の自己肯定感を高めることができました。
○家庭訪問やスクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー等と連携した教育相談の実施，相談室登校生徒へ
の対応などにより，不登校生徒の状況は徐々に改善が図られています。今後も，学校全体で不登校解消を目指して
取り組んでまいります。また，ライフスキル教育の実践を今後も継続し，生徒の社会性や自己肯定感の向上を図る
とともに，生徒間の人間関係のトラブル等の早期発見に努め，好ましい人間関係づくりが推進されるように教職員
が同一歩調で取り組んでまいります。
本年度，このように充実した教育活動を実践することができましたのも，地域やご家庭のみなさまから多大なるお
力添えをいただきましたお陰と深く感謝しております。今後も変わらぬご支援，ご協力を賜りますようどうぞよろ
しくお願いいたします。

【玉里中学校】
○本校は，
「たくましく まごころあふれる りりしい生徒の育成」を学校の教育目標として掲げ，
「凡事徹底」
「参画」
「全員力」を重点に，学校づくりを行っています。
○本年度は，体育祭，緋秋祭をはじめ各行事で生徒たちが活躍し，感動的な場面を数多く創ることができました。
「参
画」
「全員力」を意識した取組みを続けている成果と考えます。
○また，学力向上に向け，校内研修の充実を図りました。今年度は，中央地区の音楽科授業研究会，高校英語教師に
よる授業研究会が本校を会場として行われ，各方面から本校の生徒の学ぶ姿に多くの賞賛の声をいただきました。
これも日頃からの皆様の本校の教育活動に対する支えによるものと，心より感謝申し上げます。
○子供たちの成長を支えるのは，学校・家庭・地域の信頼関係だと考えます。皆様の一層の御支援をお願いいたしま
す。

【元気っ子幼稚園】
○本「元気っ子幼稚園」は，小美玉市誕生に伴い，旧小川町の五つの幼稚園が合併し設置されました。そして，今年
で創園 10 年目を迎えました。その間，本園の教育目標「幼児期の発達にふさわしい環境を構成し，豊かな情操を養
うとともに自立の態度を培い，心身の調和のとれた幼児を育成する。
」の実現に向かって進めて参りました。また，
その具現化のための経営方針として，五つの柱（課題と教育課程・学びの連続性・指導計画の改善・生活習慣の確
立・環境の維持）を立て相互関連を持たせながら実践しております。広い園庭，きれいな園舎，更にこども達の手
で少しずつ開墾された菜園等どれをとっても恵まれた環境にあります。その中で，多くの卒園生を送り出し，今も
変わらず元気あふれる子供たちが園生活を送っております。
○少子化の波は，近年の日本の課題のごとく徐々に本園にも押し寄せている現状は，否めない所であります。園児数
の確保には，行政共々様々な工夫改善をしながら努力してまいりたいと考えております。
○今後も，保護者，地域の皆様の声を大切にしながら，皆様のご期待に添えるよう，職員と共に更に努力してまいり
ますので変わらずのご声援とご助力を賜りますようお願い申し上げます。

【羽鳥幼稚園】
○幼小連携の一つとして今年度から夢を育む教育「ドリームバード」のコーナーを作り園児の夢や希望，目標に向か
って努力する姿や成果を掲示するコーナーを作りました。
○地域の皆様には，いつも園児達を温かな眼差しで見守り，やさしく接してくださいましてありがとうございます。
近くに散歩に出かけた時には「元気だね」と声をかけてくださり，地域の行事に参加した時は，
「上手だったよ」と
褒めていただくなど，皆様が園児に笑顔を向けてくださることがうれしく大変励みとなります。そして，改めまし
て地域の皆様に育てていただいているのだと感じます。これからも園児たちが明るく元気いっぱいに大きくなりま
すよう，どうぞよろしくお願いいたします。
○保護者の皆様には，たくさん支えていただきましてありがとうございます。小さな園ですが皆様のご協力で園児た
ちは，楽しい経験をたくさんすることができました。夏祭りや運動会の成功は，子供たちが喜ぶ顔をみたいという
皆様の熱意の賜です。
これからも園児一人一人の笑顔がキラキラ輝きますよう，
どうぞよろしくお願いいたします。

【堅倉幼稚園】
○日頃より堅倉幼稚園の教育活動に対し，ご理解とご尽力をいただきまして，ありがとうございます。
○保護者の皆様には様々な行事や環境整備等，大変お世話になりました。おかげさまで，園児は保護者の皆様とのふ
れ合いに安心感をもって楽しく活動に参加することができました。
○地域の皆様にはいつも温かく見守っていただき，様々なところで声をかけてくださることを，大変うれしく思って
おります。また，お話会の皆様には四季折々の楽しいお話を，英語ボランティアの皆様には英語との出会いを楽し
く体験させていただき，感謝しております。
○手作りのなわとび練習台を作っていただいたことで園児はなわとびに興味をもち，楽しく練習しながら上達してい
ます。かわいいお手玉も作っていただき，昔の遊びにふれることができたことは大変よい機会でした。
○来年度も保護者の皆様,地域の皆様とともに，
将来小美玉を背負っていく大切な子供たちの教育活動の充実を図って
いきたいと思います。今後とも，本園の教育活動へのご理解,ご協力をよろしくお願いいたします。

【納場幼稚園】
○保護者の皆様，地域の皆様，日ごろより本園教育のためにご尽力を賜り誠にありがとうございます。おかげさまで，
園児達は，安心，安全で楽しい園生活を送ることができています。
○保護者の皆様，地域の方々，幼稚園ＰＴＡ ＯＢの方々による耕作放棄地解消作業へのご協力をいただきまして，
秋から冬にかけて大量に飛来する植物の綿毛を防ぎ，安心して園庭で活動することができました。ありがとうござ
いました。
○納場地区コミュニティ（ふれあいまつり）
，部室地区貴船神社（節分祭）関係者の方々のご支援により地域ぐるみの
教育活動に参加させていただき，地域の一員としての意識を持つことができるようになりました。
○園児一人一人の興味や関心を大切にし，豊かな心情・意欲・態度を養う園運営を充実させてまいります。今後とも，
本園の教育力の向上・発展にご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

【玉里幼稚園】
○少子化が進んでいく現在，子供たちの健全な成長を図り，子供たち同士のつながり，良好な人間関係の構築のため，
保育活動を見直し，工夫改善を行っていきます。
○地域の行事等にも参加し，地域とのかかわりを大切にしていきます。

