
 

 

 

 

 

 

牛肉巻きおむすび／お花畑の白和え／よろこぶおむすび／もっとよろこぶハートキャベツ

さてさて、聞き慣れぬこの名前、何でしょう？？ 

６年生への卒業お祝い献立のメニューの名前です。ネーミングからして素敵ですね。原

小学校では、２月から３月にかけて、６年生の４クラスだけに祝い膳として、その日の全

体メニューをアレンジした給食が出されます。肉じゃがの牛肉が、肉巻きおむすびの具に

なり、じゃがいもがフライドポテトになり、ニンジンがハート型になり・・・。食材を華

麗に変身させて、祝い膳が完成します。給食室の先生達は、「おいしくなーれ。おいしくな

ーれ。」とおまじないのように唱えながら、心をこめてつくります。     

 

 見ているだけで楽しくなります。食べると幸せな気持ちになります。 

「食べることは楽しいこと。」「食べることは生きること。」この言葉を、本校の栄養士、白

川先生は一年間、繰り返し繰り返し子どもたちに伝えてきました。 

６年生の子どもたちと、楽しく祝い膳をいただきながら、宮澤章二さんの 

 

「あたたかい心が あたたかい行為になり  

やさしい思いが やさしい行為になるとき 

〈心〉も〈思い〉も初めて美しく生きる  

それは 人が人として生きることだ」 

 

という、詩の一節を思い出しました。相手を思う心、一人の思いはみんなの思いとなり、

子どもたちの笑顔になってかえっていく。今日のひとときは、子どもたちにとってもかけ

がえのない学びになったことでしょう。感謝することを知り、感謝される人になりますよ

うに。あと少しで本校を巣立っていく６年生の明るい顔を見ながらそう願いました。（校長） 
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《嬉しいお知らせ》 

残食減少に向けた取組で、本校の取組が評価され「教育長賞」をいただきました！！ 

 

子どもたちが嫌いな

ものでも残さず食べ、

食事に対して感謝の気

持ちをもったり、クラ

スで協力して食べたり

した結果が左図の残食

率に表れています。一

人一人がしっかりと食

べることができるよう

になりました。 

 

３月の主な行事予定 

１ 金 
６年生を送る会（１，２校時） 

学校協力者会議 
１８ 月 

６年給食終了 ６年あゆみ渡し 

卒業式準備 １～４年１３：３５下校 

６年１３：２５下校  

５年１５：３０下校 

３ 日 広島市小学校駅伝大会 １９ 火 
卒業証書授与式 １～４年９：００下校 

５・６年１２：００下校 

４ 月 卒業式練習開始 ２０ 水 祝 春分の日  

５ 火 全校朝会 あいさつ当番～８日 ２１ 木 ふれあい相談日 

１１ 月 図書返却完了 スクールカウンセリング ２２ 金 
登下校指導・防犯ブザー点検  

給食終了 お話会 

１２ 火 いきいきサロン ２５ 月 
修了式 １～５年あゆみ渡し 

１２：００下校 

１３ 水 卒業式予行演習（３，４校時） ２６ 火 学年末休業 

１７ 日 環境調査及び浄化活動（青尐協） ２８ 木 送別式 １０：３０下校 

４月の主な行事予定 

１ 月 入学受付 １５ 月 １年給食開始 

５ 金 
入学式準備 ６年８：５０登校 

１１：２０下校 
２４ 水 ６年全国学力・学習状況調査 

８ 月 

就任式・始業式・入学式 

登下校指導・防犯ブザー点検  

２～５年９：２５ ６年１１：３０下校 

２９ 月 昭和の日 

１０ 水 ２～６年給食開始    

※４月行事予定の詳細は、新年度の学校だより等であらためてご確認をお願いいたします。 



標準学力調査の結果について 

 平成２５年１月２１日（月）に全校一斉に実施した標準学力調査の結果が出ましたのでお知

らせいたします。 

 ◆平均正答率 

 

上表のように、全学年が国語・算数ともに全国の平均正答率を上回っており、全体的に

は、本校児童に学力がしっかりとついていることが分かりました。しかし、領域別や観点

別に見ると全国平均を下回っているところもあり、学年やクラス別に見ると個人差がある

ことも明らかになりました。調査の結果明らかになった課題については、今後、授業の充

実、フォローアップシート等を活用してさらに学力の定着向上を図っていきます。また、

個人の記録については、３月のあゆみ渡しの時にお渡しします。 

 

学校評価アンケートの結果について 

〔設問１〕挨拶について 

 肯定的評価が尐しずつ上

がり、やっと８０％になり

ました。しかし、保護者の

方々の評価も分かれるとこ

ろなので、引き続き生活面

の重点課題として指導して

いきたいと思います。 

 

〔設問２〕掃除について 

 年間を通じて９５％を超

える結果となりました。子

どもたちも掃除の仕方を覚

え、教室や廊下等の隅々ま

で、一生懸命に掃除をする

姿が見られました。 

国語 算数 国語 算数

本校 81.5 86.4 本校 73.5 74.7

全国 81.4 85.8 全国 69.4 67.4

本校 89.6 82.9 本校 72.3 77.5

全国 84.7 76.4 全国 72.1 69.4

本校 75.1 79.3 本校 82.7 77.2

全国 70.8 74.2 全国 77.1 68.9
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〔設問３〕掲示物について 

 知的・美的な教育環境の創造を目

指して取り組んできました。子ども

たちの力作をしっかりと見ていただ

くことができたと思います。また、

階段を利用した掲示は大変好評でし

た。低学年の子どもたちは歩きなが

ら干支や九九を暗唱していました。 

 

〔設問４〕情報交流について 

 通信やホームページを利用しての

情報提供や、アンケート等による情

報収集は大変有効でした。今後は、

現在ある手段をさらに活用して、学

校の“今”をお伝えしていけるよう

に努力していきたいと思います。 

 

〔設問５〕満足度について 

 年間を通じて、地域や保護者の皆

様の要求に応える活動ができたと思

います。アンケートに書かれた願い

や要望については真摯に受け止め、

学校としてできる限り改善を図って

いくよう努力いたします。保護者の

皆様も、引き続きご協力をよろしく

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後になりましたが、この１年間、保護者の皆様や地域の皆様の温かいご理解とご協力によ

って、本校教育を進めることができました。深く感謝申し上げます。 
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広島市交通安全功労市長表彰 おめでとうございます！ 

 子どもたちの交通事故の防止のために毎日、多くの方々が通学路に立って見守りや

声かけを続けてくださっています。その長年の取り組みを称え、このたび松村俊彦 

様と木村嘉子様に広島市交通安全功労市長表彰が贈られました。お二人の受章を心か

らお祝い申し上げます。皆様の声 

かけや指導によって子どもたちは 

安全に真っ直ぐに育っていくこと 

ができます。これからも原小学校 

の子どもたちをよろしくお願いい 

たします。 



 


