
 

 

 

 

 

 
 

 朝７時より，ＰＴＡ主催
の環境奉仕作業が１５日
（土）に行われました。子
供たちもご家庭の方と一
緒に参加。学習発表会に向

けて，とてもすがすがしい環境が整いました。この日，親父の
会の呼びかけで，大勢のお父さん方にご協力いただき，校庭周
りの側溝の砂を掻き出していただきました。おそらく，１０年
以上はそのままの状態だったと思います。さすが，父ちゃんの力は違います。あっとい
う間に（ソッコウで…！）作業が終了。これで，大雨でも心配ありません。 
 奉仕作業に参加していただきました保護者・児童の皆さん本当にありがとうございま
した。 
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 １０月８日(土)。雨の
中でしたが，紫波地区
地域安全推進協議会と
紫波警察署の主催の防

犯キャラバン隊の出発式が紫波町のナック
スで行われました。 

 煙山小学校から
は児童会長の生田
未侑さんと篠田圭
吾さんが参加し，二
人は矢巾地区を代
表し宣誓を務めま
した。二人とも指先
がしっかり伸び，と

てもはきはきした素晴らしい宣誓でした。式
の後は，交通指導車に分乗し，地域の広報活
動に取り組みました。お疲れ様でした。 

 
「あっ！すみませ

ん，しぶきがかかり
ませんでしたか？」 
先日，校舎中央階段

の３階の水呑場を掃除していたところ，ある
高学年の男子児童から声をかけられました。 
子どもによっては，しらんぷりしたり，あ

るいは，わざとじゃなくてもかけられ子ども
とトラブルになったりということがよくあ

ります。 
こういう相手への配慮の言葉があれ

ば，将来上手に人間関係をつくりあげ
ていくことができます。 
そして，まわりから信頼される人間

になっていくと思います。 
家庭の躾ができているいい子だなあ

と思いました。 
江戸しぐさというものがあります。

「三つ心，六つの躾，九つ言葉，十二文(ふみ)，
十五理（ことわり）で末決まる」といわれた
養育法です。その中で，「うかつあやまり」
とうのがあります。 
例えば，うっかり人の足を踏んでしまった。

踏んだほうは「ごめんなさい」というのは当
たり前。ところが踏まれた方も，「こっちこ
そ，うっかりしてすみません」と一言。踏ま
れて痛いけれど，こっちにも足を出していた
非があるからごめんなさい。争いごとを避け
る言葉の工夫がここにみられます。 
これを現代ではソーシャルスキルといい

ます。 
「９歳までにはそういう感性を養いたいも
のです。」と江戸しぐさでは教えています。 
しまった！ この男の子に，「こっちこそ

隣でボーっとしていてごめんなさい」と言え
ませんでした。これから心がけます。 
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希望郷岩手国体 スポーツチャンバラ競技結果 
１.２年生は全て２年生児童，５.６年生は５年生です。 
この他にも本校から多数参加しています。よくがんばりました。 
入賞した国体選手の皆さんおめでとうございます！ 

学年 順位 基本動作 小太刀 長剣 二刀流 

小１・２年 優勝 山形県 久保居 梨玖 西舘  慧 九條 圭人 

準優勝 佐野 龍之介 西舘 慧 岩手県 一関市 

３位 福士 頼 中川 智仁 佐野 龍之介 
中川 智仁 

福士 頼 

小 5・6年 ３位 宮城県 宮城県 宮城県 九條 志哉 

団体 準優勝 盛岡スポーツチャンバラ教室Ｂ 九條 志哉 

 
 

煙山小学校個人情報規定により氏

名・写真等を非公開とする。 

非公開 
非公開 

非公開 非公開 

非公開 

非公開 



いよいよ１０月２２日は学習発表会です。 
毎日校舎に響く，音楽と子ども達の呼びかけ…。 
一人一人の頑張りが光ります。ご家庭の方々に見せたい，ほ

めてもらいたい，そんな子ども達の演技をご期待ください。 
心からお待ちいたしております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【28年度 学校評価 自由記述より】 

 多くの方々から，励ましと共に貴重なご意見を頂戴いたしました。心から感謝申し上げます。 

 引き続き取り組むことや改善すべきこと，さらには現段階では学校事情により要望にお応えできないこと
などありますが，今後，学校行事等の全体的なバランスを考慮し改善を図って参りたいと存じます。 

 なお，学級へのご意見ご要望については個々に対応させていただき，ここでの掲載は割愛させていただき
ました。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

【１年】 

・長い時間（１時間）歩いての通学，…疲れもあるせいか時おり，読書がおろそかになってしまうことが
…。様子をみながら声をかけていきたい。 

・…毎日楽しく学校に通っています。きめ細かく見てくださる先生方，温かい上級生，優しいお友達に感
謝。 

・まなびフェストと無関係ですが…スポーツチャンバラの時，試合の前後に必ず礼をするので，その姿勢
が良いとほめたら，「校長先生の礼の仕方を真似しているんだよね」とのこと，おお…スバラシイ。 

【２年】 

・朝の勤務の都合で，寝る時間が９時前は難しいですが，できるだけ早く就寝できるよう努力しています。 

・授業参観に時間をフリーにしてほしいとの要望を昨年記入し「６月の参観で検討します」とのことで
したが，何も変わらなかったため，引き続き要望します。親の仕事の融通だけではなく。いつもの自然
な姿（先生・子どもともに）を見たいなと思います…。 

 

 

 

 

・連絡帳に何か親が記入すると，先生はお返事と学校での様子を一言書いてくださる…。…とてもありが
たいです。担任の先生，学校に…満足しています。 

【３年】 

・うちの子どもが（３年・男子）…，登校時，一緒に登校している２年生の男子とトラブっているところ
を，通りかかった２年生の先生に助けていただいた。 

・夏休み，冬休みの作品を見れる場を設けてほしいです。○日～○日まで展示して自由に学校に見に行
けるなど。 

 

 

・学校や地域のみなさんに見守られて，落ち着いて生活しています。ありがたいです。 

⇒ 今後保護者の皆様のニーズを把握しながら対応して参ります。学校はいつでも授業参観できる

ようにしていますが，児童の安全管理上できれば都合のいい日にちや時間帯を担任にお知らせい

ただければありがたいです。 

 

⇒ 冬休みの作品展をプレハブで行うように検討中です。 

 

プログラム 

 １ 吹奏楽「飛鳥」   ５ ４年合唱 「二分の一成人式」 

「聖者の行進」      曲名 「ビューティフルネーム」 

「明日があるさ」      「こころ天気になあれ」 

 ２ ３年音楽劇「９８匹のねこ」    「空高く」 

 ３ １年劇「おばけじぞう」  ６ ５年音楽劇 「オズの魔法使い」 

 ４ ２年劇「お手紙」   ７ ６年音楽劇 「ぞうれっしゃがやってきた」 

 



・大変お世話になっております。いつも迅速に対応してくださるので大変有難く思っております。連絡メー
ルでいつも情報をいただけるので助かります。 

・３年生は学校生活にも慣れてきてだんだんと落ち着きがなくなってくる学年です。…引き締めるとこ
ろはきっちりと締めて欲しいと思います。 

【４年】 

・今回のアンケート記入により，改めてまなびフェストの家庭での取組ができているか考えることができ
ました。…ありがとうございます。 

・…あまり「まなびフェスト」を理解していないということが，このアンケートの記入のために本人と話
して分かりました。今後は意識して家庭でも指導していきたいと思います。 

・学校評価の中でも，安全対策の万全さはとてもすばらしく感動しています。児童の安全を最優先に考え，
情報を提供し，早期に対策をとっているので安心して子どもを通わせることができます。 

・先日の講演会はとても良かったです…。 

・夏休み前に地下道の不審者情報のメールが届きましたがその後どうなっているのでしょうか？矢中生
かも？とありましたが中学校からは何も連絡はありませんでした。その後の情報がまったく無いのも不
安です。 

 

 

  

 

・校報や通信等で，様々な情報，様子を伝えて下さり，子どもたちを大切に育てていただいているのがわ
かります。おかげ様です。皆勤賞もほしくて，毎日，元気に学校に行くので，何よりうれしいです。 

・学校が自転車通学を4年生から許可しているのであればもう少し子供の目線で安全な通学路の確保に取
り組んでいただきたいです。特に交差点付近，歩道（自転車が通る幅もほとんどなく）の危険なところ
があり，何も改善が見られません。毎年，ケガをしている子供達を見ていて本当に改善方法がないので
しょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

・…子どもたちが悪いこと等をした時はどんどん親へ言ってほしいです。私も家での様子，変化には気
づくようにしているつもりですが学校の中で起こっている事は分からないことがあるので教えて頂け
たら助かります。 

・先生にはいつも細かく気を使っていただいて…，母の方がしっかりしないとと，いつも思っています…。 

・給食費の回収を止め，引き落としにして欲しい。（なぜ班回収？） 

 

 

 

 

 

 

 

・冬の体育にスキーを盛り込んで欲しい。 

 

 

【５年】 

・学校での様子を…，もう少し詳しく知りたいと思います。 

・…，陸上記録会の練習もあり，また地区子ども会活動（不動っ子の集い）もありと，日々内容の濃い生

⇒ 目撃情報をそのまま伝えてしまい，その中に矢中生と疑われるような発信をしてしまったこと

をお詫びいたします。その後，警察からは何も連絡がなく進展がないものと思われます。今後も

安全上，地下道の使用は控えたほうがいいと思います。 
 

⇒ 学区内の危険箇所は，地域からの情報と学校で把握している情報とを総合し，警察・地域安全

協議会，役場を交えた交通安全対策会議の場で毎年検討し改善しています。歩道整備や交差点の

信号等の整備には優先順位等長期的な対応が必要なものもあります。要望を継続していくことが

必要となりますので，ご理解願いたいと存じます。 

煙山小学校区では，学区の広域性のため自転車通学を認めざるを得ない状況であり，学校でも

安全指導を強めているところです。自転車の利用はあくまで保護者の責任においてなされてくも

のと考えますので，今後とも各ご家庭でも声をかけていただきますよう宜しくお願い申し上げま

す。 

⇒ 町の共同調理上運営協議会という場で給食集金方法についての協議が行われていますが，引き

落としについては慎重論が大半を占めています。引き落としにした場合，滞納者が多く出る可能

性が大きいというのがその理由です。それにより，食材供給や給食運営に支障が出て，給食の質

の低下が懸念されるということです。実際，近隣の共同調理場では滞納の類型が数百万単位にの

ぼっているところもあるそうです。 

矢巾町では滞納者０となっています。ご理解，ご協力をお願いいたします。 

なお，給食費は，ほとんど食材に当てられ，その他は町費で賄われています。 

⇒ 保護者の負担及びスキーの管理場所等の事情により難しいと考えます。 

 



活…，精神的にも身体的にもきつい毎日ではないかと…心配しておりますが，…先生方のご支援をいた
だきながら，１日１日充実感をもって生活できているようです…。 

・朝学習（ミニテスト）５～１０分程度でよいので毎日実施してほしいです。 

・校長先生が出して下さるおたより，楽しみにしています。 

・水泳の大会の時，子ども達のまん中で大きい声を出し応援を盛り上げてくださっている先生の姿に感動
しました。 

・吹奏楽の活躍，とても嬉しく思っています。すばらしいです。 

・メールで安全面や事故防止についてタイムリーに連絡を下さるので，助かっています。（熊や天候のこ
となど） 

・夏休みのプール利用について子ども会だけでは対応しきれない…。多分現在のルールが制定されたで
あろう２０年？くらい前とは気温も，共働き世帯数もかなり変化していると思うのですが，プールにつ
いての相談は「学校は一切ノータッチ」の姿勢で相談のスキがないという声を聞きます。「子ども会で
必ず歩いて送迎」「監視は保護者のみ」は本当に得策でしょうか？その日によっては救命講習を受けて
いない方だけのプール当番（監視）の日もあるかもしれないと思います。また，最近はクマも町に出没
します。先生方もお忙しい所恐れ入りますがご検討の上，ご回答いただければ幸いです。 

・夏休みのプール当番ですが，人数の都合でしかたのないことだとは思いますが，さすがに３回は多い
と感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【６年】 

・学校からは一斉メールでその日の状況を伝えてくださるのですが保護者からもゆる～い連絡はメールで
できればなと思います。 

   

 

・あいさつはできていると思うが，返事が不十分だと思うので，話をよく聞き自分の意志をはっきりと
表せるよう，しっかり返事することをさせたいです。 

  

 

・通学路の安全確保（歩道がない所）の改善をお願いします。 

 

 

・いつも児童の安全に気を配っていただき，ありがとうございま
す。熊の出没の見回り等，大変お疲れ様です。また不審者情報
や悪天候時，休日や早朝等にもメールを配信していただき，と
ても助かります。林間学校や修学旅行中も情報発信をしていた
だくことで安心できました。今後ともよろしくお願いいたしま
す。 

⇒ 学校でもそれが大きな課題と考えています。あいさつ返事について，学校でも指導し続けます。 

 

⇒ 前記をご参照願います。 
 

⇒ 確かに夏休み中の学校開放は引率する保護者の方々は暑い中本当に大変だと思います。 

さて，夏休み中のプール開放は，地区の子ども会が中心となって，学校が休みの間の子ども達

の活動の場を拡げるという趣旨のもとで行われているものです。学校主催で行うものとは別なも

のとお考えいただきたいと存じます。むしろ，体育館や校庭をスポ少や一般の方々に施設開放す

るものと同じようなものとお考えください。したがいまして，必ずプール開放に参加しなければ

ならないというのではありません。また，開放の回数も地区によって決めてよいと考えます。 

学校が一切ノータッチと受け取られるのはこのようなことから感じられるのかもしれません。

ですが，そもそもの始まりは，（２０年前？）子ども会が学校に頼んでプールを使わせて欲しい

という要望があり始まったもので，これは，どこの学校でもそのようになっています。 

もちろん，施設は学校のものですので，プール管理やプール当番との連絡調整，日々のプール

開放の可否等を通常の業務としてかかわっております。 

また，今年度のＰＴＡ総会の資料にもありますように，児童の引率は「必ず歩いて」というこ

とではありません。ただし，監視については，プール開放の趣旨から鑑み，これまで通り保護者

中心となります。 

なお，救命救急法の講習は全ての保護者の受講には限界があると思います。講習会を受けてい

ない人だけとなる場合もいたしかたないと考えます。 

以上，あくまで地区で話合いの上，実情に応じてご対応いただきたいと存じます。 

⇒ 町との契約で，システム上現段階では難しいです。 

 

矢巾町教育研究所からお知らせ
がありました。いじめ問題の相談

窓口に関する情報の中で訂正があ

ります。全国共通２４時間いじめ

相談ダイヤル及び全国共通２４時

間子供ＳＯＳダイヤルは 

 050-078310  

です。アンダーバー部分の０が一

つ抜けていたそうです。 


