
 

 

 

 

 

 

 

「郷土の光になるように」 
 新しい年が明けて 1 か月になります。保護者の皆様、

地域の皆様、旧年中は本校の教育活動並びに感染症対策

に対し、ひとかたならないご理解とご協力を賜り、誠に

ありがとうございました。本年もどうぞよろしくお願い

いたします。 

 今年の冬はたっぷりと雪が降り、スキー場のオープン

も早まるだろうと楽しみにしておりました。が、新型コ

ロナウイルスの感染が急速に拡大したことから、バスに

乗って町外のスキー場まで行くことがかなわなくなりま

した。残念でなりませんが、「まん延防止等重点措置」が

予定通りの期間であれば、２月末には１回でもスキー学

習に行くことができます。いま、低学年は体育の時間に

学校横のスキー山で基本の練習をしています。造成して

くださった徳永さんに改めてお礼申し上げます。また、

まん延防止の期間が延長されることなくスキー学習が行

えることを願っております。  

さて、２月２日は川湯小学校の「開校記念日」です。

本校は、昭和２年のこの日に「屈斜路尋常小学校川湯特

別教授場」として開校しました。今年で９６年目になり

ます。令和８年２月には１００年目を迎えます。 

 平成８年３月に発行された創立７０周年・校舎新築落

成記念誌「はいまつ７０」を見返してみますと、大横綱

としていまも名高い大鵬幸喜氏の祝辞があり、 

《いつの世にも理想を持ち、精一杯全力を尽くして努力

し、忍耐と辛抱を惜しまず、自分の目標に一歩一歩近づ

いて行く意志を持つことが大切と思います。それには、

何より素直な心をいつも持っていることが肝心です。》 

 

 

 

 

 

 

 

 

校 長  中 岡 美 緒 
とありました。そして、校歌の歌詞にあるように郷土の

誇りになるように、あるいは郷土の花や光になるように、

と子どもたちへの願いが綴られています。 

今年度も１２月に学校評価アンケートでこれまでの教

育活動を振り返りました。詳しい内容は別紙をご覧いた

だきたいところですが、感染症対策が２年目に入った中

でも子どもたちの「明るさ」や「仲のよさ」が一定の評

価をいただいたこと、保護者・教職員間で学習・体力面

での課題意識を共有できていること、ＧＩＧＡスクール

元年ではありましたが子どもとネットの関わりについて

ご心配が多いことなどを確認することができました。ご

協力いただいた皆様に厚くお礼申し上げますとともに、

今後も襟を正して川湯小学校の学校づくりを進めていき

たいと思います。 

「まん延防止等重点措置」期間中の学校の対応につ

いて改めてご案内いたします。ご確認ください。 

〇児童に風邪症状がある   ⇒ 出席停止 

〇同居家族に風邪症状がある ⇒ 出席停止 

〇児童が濃厚接触者になった ⇒ 出席停止 

〇児童が感染した 

⇒ 川湯小学校は「学級閉鎖」ではなく「臨時 

休校」とします。 

（理由）きょうだい関係が多い、学級を超えた接

触が多い（スクールバスなど）、消毒作業などの

時間を確保するため など 

＊教職員の場合も同じ対応になります。 

期間等は町教委と連携した上でご連絡します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆川湯小学校ＨＰ 随時更新中☆ 

http://kawashou-2.hs.plala.or.jp/wordpress/ 

 更新は不定期ですが、学校の日々の様子について紹介し

ております。ときどきチェックしてみてください！ 

 

学校便り No. １０ 

                 

                            令和４年１月３１日発行 

                             弟子屈町立川湯小学校 １日（火） 登校時安全指導 読み聞かせ ＡＬＴ 

      川中新入生体験入学（6年生） 

 ２日（水） 開校記念日（開校９６年） 

７日（月） 川小新1年生体験入学 

８日（火） 読み聞かせ ＡＬＴ 

９日（水） ＰＴＡ三役会議 

１０日（木） 図書館バス 

１１日（金） 建国記念の日 

１４日（月） 児童総会 任命式 

１５日（火） 読み聞かせ ＡＬＴ 

１６日（水） ＰＴＡ役員選考委員会② 

１７日（木） 全校集会（校長講話） 川中英語授業支援 

六送会実行委員会① 

２１日（月） 学校生活アンケート 六送会実行委員会② 

       学校運営協議会（ＣＳ）③ 

２２日（火） 読み聞かせ ＡＬＴ 

全校集会（２年生企画） 

２３日（水） 天皇誕生日 

２４日（木） 図書館バス 川中英語授業支援 

スキー学習 町Ｐ連役員会 

２５日（金） 全校参観日 

２８日（月） 六送会実行委員会③ 

 

＊１月２６日（水）と２月１０日（木）に予定されていたスキ

ー学習は、中止となっています。 

＊コロナウイルス感染症の拡大状況により、予定されている行

事が中止または延期になる場合があります。 

 

http://kawashou-2.hs.plala.or.jp/wordpress/


ご協力ありがとうございました （学校評価アンケート） 
 昨年12月にご協力いただいた学校評価アンケートの

結果がまとまりました。（保護者の皆様には、別紙で配付

しております。） 

全体的には、前年度より良好な結果でしたが、一方で

学力・体力に関する評価が伸びず、2極化の傾向があり

ます。川湯小学校では、実態を捉

え、具体的な方策を用意して改

善を図りたいと考えています。 

ご協力いただき、誠にありが

とうございました。今後とも、ご

家庭の皆様からのご理解とご協

力をよろしくお願いいたしま

す。 

 

みんなが１つになるために… （児童会活動） 
 １階ホールの掲示板には、「川小フレンドポスター」が

掲示されています。「顔と名前だけではなく、好きなもの

や好きなことなども紹介し合うことにより、お互いのこ

とをよく知るようになれば、もっとみんなが仲良くなれ

るはず！」という想いからのスタートです。 

 先日は、「川湯小学校 みんなのキラキラ」という掲示

も追加されました。友達から受けた親切な出来事をタブ

レット端末を使って投稿したものをまとめました。 

 いずれも企画は児童会事務局です。学校のリーダーと

してよりよい学校を目指し、努力してくれています。 
 

 「川小フレンドポスター」  「みんなのキラキラ」 

スキー練習がんばってます！ （１年生） 
 楽しみにしていたスキー学習が中止になりました。（２

月２４日は状況をみての判断となります。）みんなとても

楽しみにしてくれていただけに、大変残念です。 

そんな中、１年生はＰＴＡの役員さんが除雪してくれ

た校庭の雪山でスキーの練習を始めています。日に日に

上手になっており、上達して喜ぶ１年生の笑顔に癒やさ

れています。 

お忙しい中、大変な除雪作業を行ってくださり、本当

にありがとうございました。 

 
 

冬のＥＭＣ学習 （摩周湖・屈斜路湖） 
 川湯小では、年に２回、川湯エコミュージアムセンタ

ーの職員さんを講師に迎え、自分たちが住んでいる川湯

や弟子屈の雄大な自然とその素晴らしさについて学ばせ

ていただいております。 

 今回は、２シーズンぶりに冬の体験学習となりました。

高学年は屈斜路湖方面に、中学年と低学年は摩周湖方面

に行き、スノーシューを履いて雪の中を散策し、この季

節ならではのたくさんの発見をしてきました。 

 寒さに負けず、大自然と雪の中で、大いに学び、大い

に楽しみました。 

 
 冬の摩周湖を眺めて（３・４年生） 

 

冬休みの力作がたくさん！ 
 ３学期が無事スタートしました。家庭で２３日間の冬

休みを過ごした子どもたちは、工作や自由研究で取り組

んだ作品を手に抱え、笑顔で登校してきました。 

 １階のホールにみんなの作品を並べ、冬休みの作品展

として展示しました。互いに作品の良さを伝え合うなど、

交流することができました。 

 
 

 

各項目を「４：まったくそう思う ３：そう思う ２：あまりそう思わない １：まったく思わない」の４段階

で評価していただき、その平均値を出しています（4.0が満点になります）。 
※表中の（ ）内数値は昨年度のもの 

評 価 項 目 児 童 保護者 教職員 

学校は、保護者や地域に情報や教育活動を積極的に公表し「開かれた学校」とな
っている。 

－ 
3.3 

（2.9） 
3.6 

学校は、子どもたちの学力を向上させている。 － 
3.0 

（3.0） 
3.3 

学校は、子どもたちの体力を向上させている。 － 
3.2 

（3.0） 
3.1 

学校は、子どもたちの人間関係を良好にし、「いじめ」の無い学校となっている。 － 
3.3 

（3.2） 
3.5 

学校は、「学校だより」や「学級通信」、その他連絡を丁寧に発行している。 － 
3.6 

（3.3） 
3.5 

学校は、保護者向けの文書等を時期・内容共に、適切に配布している。 － 
3.5 

（3.4） 
3.5 

子どもたちに関すること「明るく」（５項目の平均値） 3.5 
3.3 

（3.1） 
3.1 

子どもたちに関すること「かしこく」（５項目の平均値） 3.4 
2.7 

（2.8） 
2.8 

子どもたちに関すること「仲よく」（５項目の平均値） 3.6 
3.2 

（3.2） 
3.5 

子どもたちに関すること「たくましく」（５項目の平均値） 3.5 
2.8 

（2.8） 
2.8 

先生は、親身に子どもたちや保護者の相談に乗ってくれる。 3.8 
3.1 

（3.2） 
3.6 

先生は、子どもたちの手本となっている。 3.6 
3.3 

（3.1） 
3.3 

先生は、子どもたちの成長のために真面目に取り組んでいる。 － 
3.2 

（3.1） 
3.5 

先生は、地域や町の行事にも積極的に参加しようとしている。 － 
2.8 

（3.0） 
3.0 

授業は、わかりやすい。 3.6 
－ 
－ 

－ 

授業は、新しいことがわかったり、理解が深まったりしている。 3.6 
－   
－ 

－ 

授業は、いろいろなことを考えたり話し合ったりすることが多い。 3.4 
－ 
－ 

－ 

 

弟子屈町立川湯小学校  

令和３年度 学校評価アンケートの結果について 


