令和元年度 学校自己評価書

―保護者や地域の皆様へ―

小美玉市では，市内各幼稚園，小・中学校で，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，学校教育へのご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。
【野田小学校】
学校教育目標「学ぶ力を身に付け，たくましく，心豊かな児童の育成」の実現に向けて，「豊かな心の育成」「学
力・体力向上」「学校・家庭・地域との連携」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「豊かな心の育成」については，特別活動，学校行事等，体験活動を重視してまいりました。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ています。今後も，互いの良さを認め合い，お互いを高めていけ
る機会を大切にし，豊かな心を育んでまいります。
二つ目の「学力・体力向上」については，「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。また，算数科を中心に校内研修の充実を図り，
授業の改善と充実を図ってまいりました。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。
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。
また，学習支援ボランティアとして，のべ 300 人の方々にご参加いただきました。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ながら，児童にとっての豊かな教育を推進して
まいりたいと考えております。
令和２年度も，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。
【上吉影小学校】
○ 「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，継続して知・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まいりました。学校田，畑での農業体験，書道・そろばん・ミシン指導，昔遊び体験，
はがきの書き方指導，２年生の町探検など今年度も地域の多くの方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。また，活動の様子は授業公開，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り情報発信をしてまいりました。学校評価保護者アンケートでは，95.1％
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。今後も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ご協力いただき
まして感謝申し上げます。校内では元気な挨拶ができる児童が多くおりますが，
「元気なあいさつができる児童」
81.9％（児童アンケート）
「進んであいさつができる児童」77.2％（保護者アンケート）と課題が残ります。いつで
もどこでも元気な気持のよいあいさつができる児童の育成に継続して取り組んでいきたいと考えております。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。
「早寝，早起き」や家庭学習への取組に課題が見られます。
「家族ふれあいタ
イム」
（話合いシート）では「インターネット等の安全な使用」や「家庭学習の取組」などについて話し合っていた
だきました。今後も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り子供たちの指
導に役立てていきたいと考えております。
〇 環境整備や樹木の伐採，学校田，畑の整備，通学路の安全点検など，保護者や地域の皆様には今年度も学校を支
援いただきました。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】
本校では，小規模校のよさを生かし，一人一人を大切にする全員参加の教育活動を展開してまいりました。今年度
は，下吉影小学校の「あ・い・う・え・お」（あ・あいさつをしっかり，い・いじわるをしない，う・運動も勉強も
がんばる，え・笑顔を絶やさずに，お・お掃除をしっかりと）を合い言葉に『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。
授業においては，自分の考えや思いを素直に表現できる話合い活動の充実を目指してきました。その結果，自分の
考えを積極的に発表し，友だちの考えとの比較検討を通して学習の理解を深めることができていました。
各種行事や異年齢集団活動では，様々な場面で上級生が下級生の見本となり面倒をよく見ていました。学年の枠を
超えた，助け合う温かな人間関係が築かれていました。
さらに，本校の大きな特色である全校ミュージカル・下吉祭りでは，たくさんの保護者・地域の方々のご協力のお
陰もあり，子ども達の生き生きと活動する姿をご披露することができました。子ども達の澄んだ歌声や自分たちで考
えた振り付けのダンスは大きな感動を残しました。
令和 5 年度の義務教育学校開校を見据えて，これからも小規模校のよさ「思いやりのある児童の育成」「児童が主
役の表現活動」「地域の教育力の活用」の充実を図り，学校教育目標「郷土に誇りをもち，確かな学力を身に付け，
心豊かで，心身ともにたくましい児童を育成する」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。
【小川南小学校】
いつもお世話になっております。
小川南小学校が統合して１年が経ちました。児童は，新しい校舎，広い校庭や体育館で多くの友達と過ごしたり，
スク－ルバスで通学したりするなど大きな変化がありました。１学期こそ，旧小川小と旧橘小の学習習慣や生活習慣
の違いに戸惑いも見られましたが，日々のふれあいや運動会，校外学習などの学校行事をとおして小川南小学校の児
童として仲間意識が育ってまいりました。来年度は，今年度の成果と課題を踏まえて，児童の学力や体力，豊かな心
の育成により一層取り組んでいく所存です。
保護者や地域の皆様には，更なるご支援とご協力を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『コミュニケーション』を掲
げました。
そこで，
学校全体として｢児童のコミュニケーション能力を高める｣を組織目標とし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ことで児童の分かる喜びを充実させるために，学習の展開や形態を工夫
し，意図的に話し合い活動の場面を多く取り入れ，授業時間内の表現活動の充実を図りました。また，保護者や地
域の方にもご協力いただきながら，児童自らが主体的に活動する学習場面を数多く設定しました。朝のあいさつ運
動や昼の清掃，米づくりを通しての異学年集団による活動，保護者とのふれあい行事や地域や県の行事への積極的
な参加にも継続して取り組みました。その結果，小学校だけではできない体験行い，その中で児童は自他の違いや
共通点に気付き，他者との関わり方を考えることで自分を見つめることにもつながっています。今後も，保護者や
地域の協力を得ながら，学校の教育活動を充実させ，一人一人の成長を促していきます。
○ 児童の学校生活アンケートでは，
「学校に来ることが楽しい」と答える児童が９０％以上で，自己の学校や家庭で
の生活についても肯定的な回答が多くなっています。しかし，
「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」が昨年から引き続き８０％を下回る傾向が見ら
れました。これらについては，個別対応が必要な場合もあるので，児童一人一人に目を配り，ご家庭と連携しなが
ら個別に細かな対応をしていきます。
○ 令和元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２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。
○ 令和元年度も，上記のように様々な保護者や地域の皆様からのご指導・ご支援を賜り，
「楽しく元気な学校づくり」
ができています。引き続き令和２年度におきましても，ご支援ご協力の程，よろしくお願いいたします。
【羽鳥小学校】
○ 本校は，常磐線羽鳥駅周辺を学区域とした，保護者・地域ともに教育に対する関心が高い地域です。本校の児童
は，献身的かつ協力的な，様々な地域のボランテイア団体（
「こころふれあう羽鳥の会」
「区長会」
「青少年を育てる
小美玉市民の会羽鳥支部」
「羽鳥学区子ども会育成会連合会」
「青少年相談員連絡協議会」
「十二所防犯パトロール」
等）に支えられながら，充実した地域の教育力の中で育てていただいております。また，保護者の皆様からも日々，
本校の教育活動にご理解とご協力をいただいております。おかげさまで，本年度も大きな事故もなく，子どもたち
が安全に生き生きとした生活が送れましたのも，本校を支えてくださる皆様のおかげと感謝しております。特に，
登下校の安全が維持できましたのは，保護者，地域の皆様，
「見守り隊」
（登下校時の交通安全立哨ボランティア）
の皆様のおかげです。さらには，地域コミュニティが確立しており，地域の様々な行事に児童が参加することで，

地域の方々とふれあいながら体験を通した成長を遂げることができています。これが羽鳥小学校の特色であり，強
みであると考えております。今後とも学校と家庭，地域との連携体制を強固なものとしたいと願っております。引
き続きご支援とご協力をお願いいたします。
○ 本校児童の学力向上に向けて，本年度も，
「探求的な学びを生み出す算数科指導の在り方～考えを広げたり深めた
りする場面の工夫を通して～」を研究主題として，茨城県の学力向上推進プロジェクト事業の「授業力ブラッシュ
アップ研修」へ取り組みました。全教職員が一丸となって授業力向上のために相互授業参観や授業公開，校内研修
等を行いました。一人一人の児童と向き合い個別に力を伸ばす少人数指導や学び合い（聴き合い）といった授業改
善にも力を入れています。これらの取り組みにより，今年度の県学力診断テストでは，各学年とも昨年度よりも平
均正答率が向上しました。今後とも子供たちの生きる力を伸ばすことができるよう，子供たちの力を信じて，指導
を継続していくことが大切であると，教職員一同心に刻みながら実践してまいります。また，学力の向上と共に，
子供たちが安心して楽しい学校生活を送るためには，一人一人が自己有用感や自己肯定感を味わえるように，学校
行事や学年行事で意図的に児童の主体的な取り組みがなされるように，
場の設定を工夫しております。
学力の向上，
学校生活の充実のためには，基本的な生活習慣の確立が重要です。
『早起き・早寝・朝ご飯』
『毎日の家庭学習』
『さ
わやかなあいさつ・返事』
『素直な心で自己をふりかえる』など，今後とも，ご家庭と連携・協力を図りながら取り
組みたいと考えております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
○ 今年度も本校教育に心温まるご協力をいただきありがとうございました。
「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～」をスローガンとして取り組んで参りましたが，子
供たちの健やかな成長のために，学校と家庭と地域が一体となって子どもたちに関わっていくことがきわめて重要
なことだと考えております。学校だけでなく，地域に帰っても元気のよいあいさつが飛び交い，一層「確かな学力」
が身に付く，そして保護者や地域の皆様から信頼される学校をめざして，教職員一同努力して参ります。
【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つの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，学校行事や体験活動を重
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の更新や学校便りの発
行を通して，積極的に情報発信をするとともに，アンケートや皆様からの直接のご意見を生かし，学校運営に努めて
まいりました。
令和２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「おかき」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」
「小美玉市音楽のつどい」
「納場っ子 夢 未来 フ
ェスタ」等で演奏することができ，部員の大きな励みとなりました。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，子ども会育成会，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
かげさまで授業を始めとして運動会などの学校行事や環境整備，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。
令和２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】
保護者や地域の皆様には，日頃から本校の教育活動にご理解とご協力を賜り，心より感謝申し上げます。児童の
登下校では，玉里小学区見守り隊の皆様に見守りやお声掛けをいただいたり，『ひこうせん』や『てるてる』の皆
様に，毎週の読み聞かせで温かく語りかけていただいたりと，子供たちの健やかな成長にひとかたならぬご助力を
いただいております。また，玉里小学区コミュニティの皆様には，子供たちが地域とのつながりを実感できるよう
に，様々な行事を企画いただき，地域の絆を強くしていただいております。地域の皆様が学校においでいただく度
に，子供たちががんばっている様子を認めて，励ましの言葉をいただき，子供たちも喜んでおります。そのことを
子供たち以上に喜んでいるのが本校の教職員です。子供たちが学習や行事にがんばっている姿とその努力が実を結
び始めていることにやりがいを感じています。
本校では，学習や生活のきまりを改めて見直し，全職員で共通理解のもと，指導を進めております。『主体的・
対話的で深い学び』の実現のために，子供たちの自ら学ぶ力を引き出し，高めるための『学び合い』を軸に授業改
善に取り組んでいるところです。心を豊かにする道徳の授業についても研修を進めています。これからも，子供た
ちが活躍する場を設定して，一人一人が自分の可能性に挑戦する『玉里の子ども』の育成に，全職員で取り組んで
参ります。
特に，令和２年度は，玉里小学校１４５年の歴史を閉じる年です。保護者や地域の皆様とともに，充実した一年
にしていきたいと考えております。
今後とも，ご支援とご協力を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に学校教育へのご理解，ご協力をいただき，子供たちが元気に楽しく学校生活を送る
ことができました。心より感謝申し上げます。今後も児童が安心して学校生活が送れるよう全職員で努めてまいり
ますので，ご協力，ご支援をよろしくお願いします。
○ 子供たちには個性があり，一人一人が伸びる力をもっています。様々な課題に対して目標をもって根気強く取り
組み，達成感を味わわせることで，意欲が向上し，個の成長が図れると考えています。学校では，良いところを認
め励ましながら，目標達成のために指導，支援をしていきます。また，友達と良好なコミュニケーションを図るこ
とや子供自ら善悪の判断をし，良いことを実行することができるよう，支援をしていきます。ご家庭や地域でも子
供たちの頑張っている姿，成長した姿が見られたときには褒めていただき，子供たちの意欲や自信を高めていただ
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のニュースや学校だよりで発信しています。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。また，広く学校公開をしておりますので，直接，子供たち
の様子を見ていただき，ご意見や励ましの言葉をかけていただければと思います。
（玉里北小学校 http://www.city.omitama.ibaraki.jp/tamarikita-e/）
○ 登下校などの安全に関わる不安や学校生活への不安などのご意見をいただきました。安全に関わることにつきま
しては保護者の皆様や地域の皆様のご協力をいただきながら，解決に向けて進めてまいりたいと思います。学校生
活につきましては，学校全体で子供たちを守り，育んでまいります。
○ 来年度（令和 2 年度）で玉里北小学校は閉校となります。子供たちが充実した生活を送ることができるよう，全
職員で取り組んでまいりますので，ご協力，ご支援をよろしくお願いします。
【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います。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。
令和３年度の義務教育学校の開校を見据えて，
「他人の立場を思いやりながら，自分の思いや考えをよりよく表現
できる児童の育成」を目指し，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，玉里地区 4 校共通の学校教育目標「たくましく まごころ
あふれる りりしい 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】
県内でも上位にあるような素晴らしい環境で学校生活を送っております。保護者・地域・各分野の関係者の皆様に
ご協力をいただきながら，生徒たちは学習や部活動に取組んでおります。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「一人の気付きをつなぎ，広げ学び合う授業の実践」を
組織目標として掲げ，
「チーム南中」として全職員で取り組んでおります。
さらに「人権尊重の精神を教育の柱とし，一人一人のよさが発揮される学校」
「学級・学年経営が充実し，生徒の居
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。
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，今年度から教科となった「特別の教科 道徳」の授業についての研
修にも外部講師を招聘して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，県内でも昨年同様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の実態調査から分かります。
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，
「地域とともにある学校」になるように，
学校だよりや学校ホームページ等を活用し，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】
○ 令和元年度は，「全ての生徒に成功体験をさせる」ことを目標に様々な教育活動に取組み，その結果，生徒主体
の活動が推進され，自主的・実践的な態度が育まれました。
○ 学習面につきましては，基礎・基本の定着と学力の向上を目指し，少人数学習やティームティーチング，ＩＣＴ
機器の積極的な活用等を実施して，生徒一人一人への丁寧な学習支援を行うことに力を入れてきました。授業では，
学習形態を工夫しながら学び合う活動を取り入れ，意見交換したり互いの考えのよさを認め合ったりすることがで
きています。今後も全ての生徒が毎時間の授業に意欲的に取組める学校づくりを推進するとともに，ご家庭との連
携をさらに深めながら家庭学習の充実等を図ることにより，学習習慣の確立とさらなる基礎・基本の定着を目指し
ていきます。
○ 部活動においては，本年度も多くの部活動が県大会に出場し，陸上部・野球部・新体操部・女子ソフトボール部・
水泳部・男子駅伝が関東大会に出場しました。さらに，陸上部と野球部が全国大会に出場しました。野球部は関東
大会で第三位となり，初の全国大会出場となりました。また，吹奏楽部は，日本学校合奏コンクール 2019 全国大会
グランドコンテストに出場するなど，どの部活動も素晴らしい成績を収めることができました。
○ 担任・学年主任等による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組んでいきます。本年度は，ＳＮＳトラブル防止に関する標語の作成やフォーラムを
開催し，生徒間の人間関係のトラブル等をできるだけ少なくし，好ましい人間関係づくりが推進できるよう，教職
員が同一歩調で取組んでまいります。

○ 本年度，美野里中学校は創立５０周年を迎えました。おかげさまで記念事業や記念式典を無事終えることができ
ました。今後も学校・家庭・地域が一体となり，子どもたちの健やかな成長とグローバル社会での活躍ができるよ
う，教育活動に勤しんでまいります。
【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。
本年度も，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」を意識した取組を続けている成果と考えます。特に体育祭では，開催場所の変更の大きな影響もなく，
素晴らしい成果を上げることができました。御理解御協力ありがとうございました。また，学力向上に向け，校内研
修の充実を図りました。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いております。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】
日頃より，保護者の皆様やご家族の皆様，地域の皆様におかれましては，本園の保育（教育）活動にご支援・ご協
力をいただき，感謝申し上げます。
本園は，今年度 11 年目を迎えました。年中児 26 名，年長児 26 名が在籍し，毎日元気に幼稚園生活を送っておりま
す。園児の目指す姿として，本園の名前の通り「元気っ子」を目指しています。
「明るく笑顔で，元気に活動する子」
「みんなとなかよく活動する子」
･･･こうした子を育てるために，
園児たちの様々な遊びや行事，
日々の生活を通して，
全職員がねらいをもって保育に当たっています。１学期に比べると，着実に成長している園児の姿が見られます。
「先
生や友達に元気にあいさつする姿」や「友達を思いやって励ます姿」
，自信や意欲の高まりなどが見られ，職員として
も嬉しい限りです。
学校評価においても，保護者の皆様からおおむね高評価をいただいております。ただ，幼児教育は幼稚園だけでで
きるものではありませんし，もちろん家庭だけでもできるものでもありません。ですから，
「幼稚園－家庭－地域」が
それぞれの役割を果たしながら，
「子育てのよきパートナー」として，連携・協力を図っていくことが，園児たちの健
全育成につながると考えております。
何か子育てに関してお気づきのことやお悩みの点がありましたら，
本園職員にご相談やご意見・ご要望をいただき，
保護者の皆様と職員が手をとり合って対応していきますので，今後ともよろしくお願いします。
【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ようにしました。
○ 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した。改め地域の皆様
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成長できますよう，お声か
けをお願いいたします。
○ 保護者の皆様には，沢山のお力添えを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，多くの楽しい経験をすることができました。夏祭りや運動会の成功は，子ども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，ご支援を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するご理解とご協力，ありがとうございます。
令和3年度に美野里地区の幼稚園3園の統合することが決まり，
保護者の皆様には大変ご心配をおかけしましたが，
統合についてご理解いただくことができました。また，PTA 役員会では，次年度の PTA 活動や園行事等についても前
向きに話し合っていただくことができました。
地域の皆様には幼稚園をいつも温かく見守っていただき，大変うれしく思っております。老ク連女性委員会の皆様
から手作りのかわいいお手玉をいただいたことで，昔の遊びに興味をもち，楽しく遊ぶことができました。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。
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ども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充実のためにご支援・ご協力をいただき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。
○ 来年度も保護者の皆様・地域の皆様の忌憚のないご意見をもとに，よりよい教育活動ができますよう，より一層
の保育の充実を図ってまいります。今後とも，本園の教育の充実・発展に一層の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】
少子化が進む中，子ども達が互いに関わりを深めたり，協同して遊んだりできるようになるなど，良好な人間関係
を築くため，同年齢を中心とした集団遊びを充実させるだけでなく，異年齢児の交流による遊びを体験できる場を多
く設けています。異年齢児の交流の遊びにより，年下の子は年上の子の活動を見て学び，年上の子は年下の子の面倒
を見たり，教えたりして学ぶことができる環境を整えています。
今後も，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ので，皆様の一層のご支援をお願い致
します。

