17 平日、子どもと一緒に夕食を食べている
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※えぐねは、日本三大散居村の地、胆沢扇状地の屋敷の北西側に
杉・栗・桐などの木を森のように植えて、冬の季節風から屋敷を守
る防風林である。杉は建築材に、落葉は燃料や肥料などにも使わ
れた。冬は温かく、夏は涼しく、緑豊かで快適な住環境を形づくる
とともに、日本の原風景を代表する豊潤な景観を生み出している。

学校評価②の結果をお知らせします
10 子ども、はよく本を読んでいる
当てはまる 58 人（17％）
どちらかといえば当てはまる 90 人（27％）
どちらかといえば当てはまらない 108 人
（33％）
当てはまらない 60 人（18％）
無回答 10 人（3％）

11 子どもは、親が言わなくても
自分から勉強している
当てはまる 76 人（23％）
どちらかといえば当てはまる 123 人（37％）
どちらかといえば当てはまらない 71 人（21％）
当てはまらない 48 人（14％）
無回答 8 人（2％）
☆読書、家庭学習共に、自主的に取り組む人とそう
でない人とに大きく二分化されているようです。ど
ちらの場合も、家庭の協力があると大変ありがたい
です。テレビをつけっぱなしにせず、家族も本を読
む習慣があると、子どもも自ずとメディアから離れ、
本を手にするようになります。
ノーメディアデーの時は、子どもは勉強、家族は
読書という過ごし方も良いかもしれませんね。

13 子どもは、心の悩みを抱え
込まずに、他に相談している
当てはまる 74 人（22％）
どちらかといえば当てはまる 171 人（52％）
どちらかといえば当てはまらない 53 人（16％）
当てはまらない 7 人（2％）
無回答 21 人（6％）

14 子どもは、仲の良い友達がいる
当てはまる 212 人（65％）
どちらかといえば当てはまる 92 人（28％）
どちらかといえば当てはまらない 7 人（2％）
当てはまらない 4 人（1％）
無回答 11 人（3％）
☆居心地の良い学校を目指し、よりよい
人間関係の構築に一層努めて参ります。

当てはまる 163 人（50％）
どちらかといえば当てはまる 110 人（33％）
どちらかといえば当てはまらない 36 人（11％）
当てはまらない 12 人（4％）
無回答 5 人（2％）

18 学校からの「おたより」に目を通している
当てはまる 157 人（48％）
どちらかといえば当てはまる 122 人（37％）
どちらかといえば当てはまらない 28 人（8％）
当てはまらない 9 人（3％）
無回答 10 人（3％）
☆ただ目を通してもらうだけでなく、
「面白い、楽し
み」と思ってもらえるよう、スキルアップをはかり
つつ、これからも頑張って発行していきます。

19 いじめはどんなことがあっても、
いけないことだと言っている

☆保護者による子どものメディアコントロールは、
言わば転ばぬ先の杖となります。持たせっぱなし、
使わせっぱなしということがないよう、しっかりと
家庭で管理・指導をお願いいたします。

うれしい知らせ続々！
県駅伝 7 位入賞の快挙！
10 月 4 日（金）に花巻市で行われた県中学校駅伝
競走大会で、胆沢中学校男子が 7 位入賞を果たすと
ともに、一周継走から 2 つ順位を上げ、確かな成長
の跡を残しました。皆、素晴らしい走りでした。

当てはまる 244 人（74％）
どちらかといえば当てはまる 52 人（15％）
どちらかといえば当てはまらない 4 人（1％）
当てはまらない 0 人
無回答 26 人（7％）

当てはまる 173 人（53％）
どちらかといえば当てはまる 114 人（35％）
どちらかといえば当てはまらない 29 人（9％）
当てはまらない 1 人（0％）
無回答 9 人（3％）

20 子どもが使う情報端末には、
フィルタリングをかけている
当てはまる 132 人（40％）
どちらかといえば当てはまる 82 人（25％）
どちらかといえば当てはまらない 50 人（15％）
当てはまらない 42 人（12％）
無回答 19 人（5％）

12 子どもは学校に行くことを楽しみにしている

☆「学校は楽しいところ」と思ってもらえるよう、
もう一頑張りも二頑張りもしていきます。

当てはまる 65 人（19％）
どちらかといえば当てはまる 148 人（45％）
どちらかといえば当てはまらない 77 人（23％）
当てはまらない 23 人（7％）
無回答 13 人（4％）

15 子どもの虫歯、疾病の治療に努めている

16 毎日、子どもに朝食をしっかり食べさせている

当てはまる 141 人（43％）
どちらかといえば当てはまる 136 人（42％）
どちらかといえば当てはまらない 29 人（9％）
当てはまらない 6 人（2％）
無回答 14 人（4％）

22 子どもがメディアに接する時間と
就寝時刻を決めている

当てはまる 251 人（76％）
どちらかといえば当てはまる 47 人（14％）
どちらかといえば当てはまらない 10 人（3％）
当てはまらない 3 人（1％）
無回答 15 人（4％）
☆心身の健康は、望ましい生活習慣がベースとなり
ます。計画的な通院を心がけ、朝食は是非ともしっ
かり食べさせてください。

21 子どもが情報端末を使う際の
ルールを話し合って決めている
当てはまる 127 人（38％）
どちらかといえば当てはまる 123 人（37％）
どちらかといえば当てはまらない 44 人（13％）
当てはまらない 14 人（4％）
無回答 18 人（5％）
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優良賞
佳 作

3 年 山田侑佳
3 年 川又 悠
2 年 大槻耀也 1 年 松戸真穂

栄光賞
昨年度の全国レ
ベルでの文化的な
活躍が評価され、
晴れて今回の受賞
となりました。こんなにたくさんとはなかなかない
もので、まさに快挙といえる出来事でした。

