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進んでよく考える子ども   健康で明るい子ども 

力を合わせてやりぬく子ども 

 

「実りの秋」に向けて 
 

苫小牧市立沼ノ端小学校長  真 鍋  忍 

 

  早いもので、来週から１１月。「実りの秋」です。秋といえば、「食欲の秋」「スポーツの

秋」「読書の秋」などと言います。日本にある四季の中でも秋は、暑くもなく 寒くもなく、

とても過ごしやすく穏やかな気候なので、いろいろなことに集中できると言われています。秋

に頑張り努力したことが、冬を越し春に開花するとも言われます。  

 コロナ禍ではありますが、沼ノ端小でも実りある活動を推進すべく、９月３０日から６年生

が函館に修学旅行で行って来ました。バスを１台増やすなど、北海道の「新型コロナウィルス

対応ガイドライン」に基づいての修学旅行でしたが、好天にも恵まれ、６年生はみんな、仲間

と協力しながら、課題に向けて学習や活動を進めていました。素晴らしい思い出がたくさんで

きたことと思います。また、学年での社会科見学や行事も計画され、４年生は洞爺小との共同

学習でウポポイ（民族共生象徴空間）に行って来ます。感動ある体験学習や地域とのふれあい

を深める取組を行っているところです。 

 日々の授業では、子ども達の“笑顔あふれる授業”が常に見受けられます。それは、学習内

容が分かり、子どもが主体的に参加する姿が多く見られるということです。担任は、学習課題

を提示し、発問を工夫したり子どもの発言の後の間を大切にしたりして、考える時間や書く時

間を確実に設けるようにしています。また、休み時間には、外で元気よくボールや縄跳びで遊

んでいる子ども達の姿が多く見られ、大変うれしく思っているところです。 

 今年は、コロナ禍で例年と異なることが多く、季節を感じる余裕すらなくなりがちですが、

２０２０年の秋は一生に一度です。感染症対策を講じながら、それぞれの学年でこの季節にし

か味わえない学習経験ができるよう教育活動を進めていきます。そして、この「実りの秋」に

子ども達がより一層成長できるよう、学校は、保護者や地域の皆様と一体になって本校の活性

化を図っていきたいと考えています。 

 結びになりますが、「沼小モニター」（保護者用）のご協力に感謝 

申し上げます。お忙しい中、ありがとうございました。皆様から頂戴 

しましたご意見を真摯に受け止め全力で改善に努めてまいります。引 

き続き、ご理解・ご支援をよろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 日  １６ 月 お手玉の会 

２ 月 親子読書（～３０日） １７ 火 
読み聞かせ 校内授業研究会 

通常５時間日課（清掃なし） 

３ 火 文化の日 １８ 水 特別６時間授業 

４ 水 食に関する指導(１年) 人権教室(４年) １９ 木 木曜特別日課 ＬＵＤＹ英語 

５ 木 木曜特別日課 ＬＵＤＹ英語 ２０ 金 ロバート英語 

６ 金 児童会 ロバート英語 工場見学(３年) ２１ 土  

７ 土  ２２ 日  

８ 日  ２３ 月 勤労感謝の日 

９ 月  ２４ 火 特別６時間授業 ロバート英語 

１０ 火 読み聞かせ ２５ 水 食に関する指導(３年) 歯科検診 

１１ 水 
薬物乱用教室(６年) 

スクールカウンセラー(9:00－13:00) 
２６ 木 木曜特別日課 ＬＵＤＹ英語 

１２ 木 
木曜特別日課 ＬＵＤＹ英語 

眼科検診(対象者のみ)  
２７ 金  

１３ 金 
ロバート英語 

とうや小と交流学習(４年 ウポポイ) 
２８ 土  

１４ 土  ２９ 日  

１５ 日  ３０ 月  

１１月の外出時間は、午後４時００分まで。 

 

●市民文化祭俳句大会 

高学年の部で、応募総数７９句の中から選ばれた 

沼小の子たちの句です。 

【市 長 賞】   

かぶとむし 虫とりあみと けんかする 

５年 跡部 琴音 

【大会長賞】    

夏の森 セミがおたけび あげている 

              ５年 山内 蒼大 

【北海道新聞社賞】 

花火見る 君のひとみが エメラルド 

              ５年 渡邉 海里 

【苫小牧民報社賞】 

水の中 あめんぼたちが おにごっこ 

５年 工藤 陽菜 

【佳   作】 

夏の空 夜空にうかぶ こんぺいとう 

              ５年 岡 茉愛子 

  カブトムシ だっそうして カーテンへ 

              ５年 佐賀 将都 

 

●給食作文コンクール 

 【佳 作】 「つながるきゅうしょく」 

              ２年 川合 和子 

新型コロナウィルスによる臨時休業の影響

により、今年度は全国や苫小牧市での「体力

テスト」に実施・調査は中止となりました。  

そのような中ですが、沼小としては可能な

範囲で児童の体力・運動能力の状況把握を行

い、その結果から授業改善や体力向上の取組

へつなげようと、「５０ｍ走」と「立ち幅跳

び」については全学年で実施・測定しました。

その他の種目は４年生以上の希望者を対象と

した記録測定会を休み時間に行いました。 

体力手帳に目を通して、子どもたちの成長

の様子を感じていただき、励ましの言葉など

をかけていただけたらと思います。体力手帳

は来週中に返却をお願いします。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校評価「沼小モニター（保護者用）」の回収率は１０５／２６６家庭（３９％）でした。 

今回、初めてネットによる回答をお願いしましたが、ご協力ありがとうございました。回収・

集計にかける時間が格段に減り、教頭としては働き方改革につながり、とてもありがたかった

です。今後も継続して、より多くの方にご協力いただけるようにしていきたいと思います。 

【今すぐお答えできるもの】 
 

Ｑ．学校がカビ臭いのが気になります。小さな子供が毎日何時間もいる空間がカビで汚染されて、体に害が 
ないか気になります。 

Ａ．昨年度、教育委員会に要望を上げて、体育館や階段下倉庫など、かび臭さの原因となっていると思われ 
る場所を専門業者によりカビ除去作業をしてもらいました。その後も、除湿剤を置き、戸を開け換気を 
するなどの対応を継続しています。沼ノ端という名に由来する通り、土地の性質上、湿気の多さは学校 
としても、いかんともしがたいです。 

 
Ｑ．トイレも今の時代は洋式、家庭でも洋式、外へ出ても洋式が主流なのに、未だ学校は和式。休み時間に 

なると 1つしかない洋式に列ができるそうです。娘は超がつく程便秘でうんちが出るのが貴重なんで 
す。学校で出たことがあって、その時に並んでいる子ども達に遅いと言われた事があったそうです。そ 
ういう所からいじめに発展する事だってあると思います。生理だって女の子は始まったりします。和式 
だと大人の女性でも生理中はためらって和式で交換できません。トイレを全て洋式にしてもらいたいで 
す。子供が安心してトイレに行ける環境にしてもらいたいです。 

Ｑ．女子トイレに、洋式トイレを 1つずつでもいいので、増やして欲しいです。 
Ａ．市内の小中学校の校舎の大規模改修の順番が、令和４年度あたりに沼小に回ってくる見通しだそうです。 

学校としては、トイレの洋式化の要望を教育委員会に毎年上げていますので、改修工事の内容に取り上 
げられることを期待しています。 

 
Ｑ．通学路で、危ない塀の傾いてヒビが入った箇所、今年はスズメバチも多数見受けられる場所が決まって 

いて、定期的に見回りをして市に連絡するなど対応を進んでして欲しい。 
Ａ．そのような情報があるときは教頭へお知らせください。または、直接、市役所の環境生活課へ電話して 

くださってもかまいません。教頭も最終的には市役所に相談します。場所の状況（私有地、空き家、公 
園、市道なのか）や、何の問題なのかによって、対応してくれる市役所の課がそれぞれ違うそうです。 

 
Ｑ．正面玄関の横に、廃品回収の缶がいつもあるのが気になる。 
Ａ．学校やＰＴＡでは空き缶の回収は行っていません。昔にやっていたのでしょうか？どなたかわかりませ 

んが置いていってくださっています。とりあえず見た目が悪いので、あの場所をまず整理します。また、 
アルミの空き缶用のゴミ箱だけを置き、公務補さんが資源回収のゴミの日に出すことにしました。一番 
良いのは、毎月の資源回収日に校区を回っている回収業者（山本商店さん）に出していただくことです。 
ちなみに小学校の割り当ては、４・７・１０・１月になっています。収益は開校 120周年に向けて、 
ＰＴＡの特別会計に貯蓄されています。よろしくお願いします。 

 
Ｑ．自転車の乗り方についてもっと指導してほしいです。 
Ｑ．自転車の乗り方が危ない。曲がり角、神社公園近くは歩道が狭すぎるのに大きくカーブして道路に飛び 

出てくる。かなり危険。 
Ｑ．子供たちの自転車の乗り方や歩く場所など、マナーやルール等守られていないなと感じる事が多々ある 

のできちんと指導出来たらいいなと思っています。 
Ａ．学校にも保護者や地域の方から連絡や苦情が時折きますので、適宜指導をしているところです。コロナ 

禍でも安全第一を考え、1学期には交通安全教室も実施しました。各家庭でもご指導をお願いしたいで 
す。 

 
Ｑ．校舎が古過ぎ。 
Ａ．沼小は改修の予定はあっても、改築の予定はないそうです。1校を改築するのに数十億円かかりますの 

で、教育委員会が古い学校から計画的に取り組んでいます。学校のアンケートに出していただいても、 
改築の順番や時期について個々の学校が関与できるものではありませんのでご了承ください。 

 
Ｑ．駐車場に線が欲しい。送り迎えの時のルールを明確にしないと、皆自由な車の動きで事故が起きそうで 

危ないです。 
Ａ．現在、校舎東にある壊れた遊具の撤去が検討されています。それが実現した場合、駐車スペースができ 

るので、駐車場全体の配置を見直し、放課後児童クラブ前の駐車場を広く使い、ルール作りもできれば 
と思います。 



「保護者アンケート」文章記入より 

【良かった点】 

○先生方にはいつもお世話になり大変に感謝しております。 ありがとうございます！！ たまに行き 

たくないなって言う時もありますが、大体は毎日元気行って笑顔で帰ってきます。 今はコロナの 

事もあり仕方がないのですが、参観日などで教室での様子を早く見れるようになってくれれば嬉し 

いですね。 挨拶についてはしっかりと教えて頂いてるようで学校ではきちんと挨拶していると担 

任の先生に教えてもらえたので少し安心しましたが、近所の人にはきちんと出来ているか心配なと 

ころがあります。これからしっかりと身についていってくれることを願います。 

○全校生徒の人数が、近隣の学校に比べて少なく、先生方の目が行き届くような気がします。 コロ 

ナウィルスの影響で保護者が学校へ行く機会が少ないので、アンケートの項目も分からない所もあ 

りましたが、子どもから毎日学校での様子を聞くと、友だちとの関係も良好な様子ですし楽しく学 

ばせていただいていると感じます。 先生方には感謝しております。ありがとうございます。 

○コロナの影響で、いろんな行事が中止になってますが、そのなかで、グラウンド参観日を設定して 

もらって、とてもうれしく思います。 

○今年は、コロナ関連で学校行事がなくなり、担任も変わり心配でした。心配なことを連絡帳に記載 

したら、わざわざ電話いただき安心しました。感謝してます。  

○先生達が、子供達のことを安全に見守ってくれているところです。 

○色々な事に気を配ってくれてる事が嬉しいです。 

○挨拶、読書への取り組み、他学年交流が良い。コロナ環境のなかでも行事に対して一生懸命取り組 

んでいる。先生方に感謝。ケガ体調不良について養護教諭の適切な処置判断にいつも感謝していま 

す。 

○親身になり話を聞いてくれてありがたく思ってます。 

○いつもお世話になっております。学級通信もクラスの様子や課題などがよくわかり、子供との会話 

のきっかけにもなり、いつも楽しく読ませてもらっています。お忙しい中、工夫を凝らした活動や 

細やかな指導をしていただきありがとうございます。 

○学級通信ではクラスの様子や課題などがよくわかりいつも楽しく読ませてもらっています。また、 

授業も実物をさわらせてもらったり、映像で見せてもらったりなど楽しく学ばせてもらっているよ 

うで、娘が目を輝かせて教えてくれます。工夫を凝らした活動やきめ細やかな指導をしていただき、 

本当にありがとうございます。 

○学級通信では、子供たちの様子がわかり、楽しみにしている。  

○子供達が素直。挨拶が良くできている。男女の仲が良い。 

 

【改善点】 

●6年間感じてますが、勉強についていけてない子に対しての対応に不満。でも先生方の激務に拍車 

がかかることを考えたら仕方ないのかな、とも思う。 

●担任の対応が最悪。子どもの話をしっかり聞くことなく自分の考えだけで子どもに話をしたり、自 

分のミスは絶対に認めなかったり、何かあった時に相談できる先生ではない。 

●宿題でわからないところを書き込み、説明しながら一緒にやっていて後日持って帰ってきた宿題 

に、大きい数と小さい数を減らせば答えが出ます。と書かれていて、それは答えの出し方がわかっ 

ている大人からの意見で習ったばかりの子供にはそんなこといわれても理解できないと思います。 

どれがと言われたら対象物を教え、式の作り方を教え、答えの出し方を教える。その 3段階を学校 

ではわからなかったと言われ、家庭学習の段階で教えているのにわざわざ書き込む必要はあったの 

かな。と疑問でした。 学級通信でも、ひらがなを書けない子がいます。出来ないと授業が出来ま 

せん。家庭で勉強してください。など、確かにコロナで遅れをとり、焦るのもわかりますが本人は 

頑張っているのに、満点とるまで休み時間返上でやります。見た途端、学校が嫌いになるような言 

い回しで気になりました。もちろんできないから授業を遅らせます。となると色々大変なんでしょ 

うけど。 

●子供達が素直。挨拶が良くできている。男女の仲が良い。反面、心身が弱い感じも受ける。我慢 

すること、相手の気持ちに寄り添うこと、計画をたてること等が苦手のような気もする。 

●4番の質問は、まだ成績表貰って来ていないので、不明。調査内容がこの回答だけで、一体なにを 

今後に役立てるのか、役立つのか不明。項目は、学校の事、先生の事、生徒の事、とカテゴリー分 

けして回答項目も増やしてよいと思う。 
 


