

コンテンツについて



たです。もっと子供が盛り上がれた。

つみきによって、先生の顔と名前がわかるの



で 先生方の自己紹介欄を充実した内容にし






小ならではの記事を引き続き読みたいです。

通常、担任の先生としかお話する機会がなく

学校・地域に愛着を持てる、七小で良かった

他の先生がどんな感じの方なのか知る機会が

と思えるような冊子となっていました。
「つみ

ないため。

き」の役割として定着して行って欲しいです。



校歌が出来た（作ることになった）経緯が知



非常に良い作りです。 まるでどこかの小冊子

りたい。

の様です。今後も形にとらわれず良い作りを

とても綺麗な書面で写真もレイアウトも素敵

お願い致します。



内容もデザインもとても良くて、楽しく読み

今回の「つみき」の様な内容だととても親子と

ました。プロの方の仕事だと、みてすぐにわ

もども楽しめて読めて良いなと思います。

かりました。特に対談入れると面白いですね。

なかなか先生の事を知る機会が無いので、こ

一部、墨色が薄すぎて読みにくい個所は、有

の様な物があると嬉しいです。

りましたが、完成度の高さに、びっくりする

次回は何を紹介してくれるのか楽しみです。

ばかりです。



教職員の皆さまが仲の良い、温かい雰囲気の学



先生方の紹介はずっと続けて欲しいです。七

てほしい。

でした。また次回も頑張ってください



先生の趣味などの紹介はふりがなが欲しかっ

盛りだくさんで読みがいがありました。活字

校である事も感じられて安心出来ました。

が少々小さく色も薄いことで、読みにくいと

特別号のクオリティを維持して頂き、生徒と

感じる部分もありました。
（そのことで、やわ

先生、保護者みんなが楽しめる内容に期待し

らかく感じる部分もあったりもするのかとも

ています。

…思います。）

素敵なデザインでとても暖かい仕上がり、す
てきな七小です。このような見やすく、好感

web について

の持てるつみきは読みやすく時代にマッチし



ている。

アンケートの一番目の学年を選ぶところで、
複数回答できませんでした。



毎年楽しみにしています。案の定、子どもた

冊子体裁について（フォントや色、ふりがななど）

ちは奪い合い、頭を寄せ合って読んでました。




漢字にふりがながあると、良いと思いました。

先生の顔と名前を覚えるのに、親子で活用し

2 年生の子どももじっくり読んでいたのでも

ています。その年々の良さがあるのが、つみ

う少し字が大きめのほうが低学年の子どもも

きのいい所だと思います。 web 活用、便利で

読みやすいかな？と感じました。

す。すごいです。





習っていない漢字や漢字が読めない子供のた

PDF でも見れるように、期間限定でも良いの

めに、ひらがなで書く(子供に読んで欲しいペ

で何処かにアップしてもらえると冊子がなく

ージには) や、ルビをふってもらえれば、子

てもスマホとかで閲覧出来るので便利かと思

供が自分から読むと思います。

います。
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今後の広報について





毎回楽しく見させていただいていますが、つ

内容がとても面白く、紙面の構成もオシャレ

みきの作成はとても大変だと思うので、保護

で、とても良かったです。その分、広報部の

者（PTA 役員担当）の負担になってしまうの

皆さんは大変だったことと思います。お疲れ

ではと心配しています。

さまでした。 通常版は、クオリティが下がっ
たとしても、ボランティアで楽しくできる範
疇のもので良いと思います。

ご意見、ご感想

















アドバイスなんてとんでもありません。大人
も子どもも楽しめる秀逸な広報紙です。
おもしろかったです毎年楽しみにしています。
自分の子の担任の先生の名前くらいしかわか
らないので毎年たのしみにしています。ぜひ
続けて「つみき」をつくっていってもらいた
いと思います。
とてもすばらしい冊子で驚きました。クオリ
ティが高くて製作された方のご苦労を感じま
した。子どもはスゴロク楽しめていたようで
す。
面白く興味深い。子どもと楽しんだ。
いつも楽しく拝見してます。
冊子になっていてびっくりしました。
特別号ということもあって紙の質もよくて作
りも素敵でびっくりしました。七小の先生の
素晴らしさがつみきで伝わってきました。
いつもより内容が盛りだくさんで面白かった
です。先生たちのことも良く分かり、親しみ
が湧きました。
先生方のこといろいろ書かれていてとても楽
しかったです。
とても楽しく拝見しました。先生方、学校が
とても身近に感じて子どもと学校の話をたく
さんしました。学校、先生が大好きなんだな
あと感じてうれしく思います。制作の方々、
PTA の方々、ありがとうございました。たい
へんお疲れさまでした。
今回のつみき特別号、じっくり読ませて頂き
ました。とても手がこんでいて、すごいの一
言です。子どもには読むことに苦労したよう
ですが、色々な事が知れて楽しかったようで
す。先生たちのご協力もすごい！広報の方た
ちもお疲れさまでした。

2














先生方の魅力があふれ温かみのあるステキな
冊子でした。子どもたちの質問にユーモアを
交えて答えてくれているのが楽しかったです。
七小に入学したくて引越しましたが最高の学
校を選択したと冊子を読み返すたびにうれし
い気もちになりました。
創立 50 周年まで校長、副校長が変わらずいて
くれますように。七小のさらなる発展を期待
させてくれる内容でした。
デザイン、写真、内容、全てステキでした！！
「つみき」以外でも、最近の PTA の配布物は
読みやすいです。
表紙と裏表紙がステキです！
親子でとても楽しく見させて頂きました。子
どもは「七小のギモンしつもん」コーナーを
特にじっくり読んでおり、自分が書いた質問
を見つけると喜んでいました。
先生方がみなさん仲がよく、それが七小の良
い雰囲気をつくり子どもたちものびのびと学
び遊べ安心して学校生活を送れているのだと
わかりました！七小愛唱歌、校歌ともにすば
らしい！！と思っていたので誕生のひみつが
わかって良かったです！どのページもおもし
ろく読ませて頂きました！ありがとうござい
ました！！
「つみき」を楽しみに待っていました。最初
から最後までじっくりと読ませていただきま
した。子どもと一緒に見て、笑いながらいろ
いろ話をしました。いろいろな事を知り、勉
強にもなりました。最高（すばらしい）
「つみ
き」ありがとうございました。
業務で忙しい中、つみきの制作ありがとうご
ざいました。
デザインもとても素敵でした。学校の広報紙



















とは思えない出来でびっくりしました。
普段わからない先生方の質問コーナーなどプ
ライベートな一面も見れてとても身近に感じ
ました。皆さん笑顔で写っていてとても良い
ですね！！
毎年「つみき」を楽しみにしていますが、今
回はデザインも一新され、内容も趣向を凝ら
していて、読みごたえのある一冊に仕上がっ
ていて、とても良かったと思います。広報部
の皆様の熱意が伝わってきました。ありがと
うございました。
とても見やすくて、楽しめる内容でした。す
てきな「つみき」ありがとうございました。
特別号というだけあって、すごい
ボリュームでおどろきました。普段ない企画
ものが多く、雑誌感覚で楽しく読めました。
とても内容の濃いついつい何度も手に取って
しまう素晴らしい「つみき」でした。45 周年
記念にふさわしい永久保存版です。
「広報部」
の皆様方ありがとうございました。
教職員の方々の仲が良いことが伝わる内容で、
とても身近に感じました。読みごたえがあり、
子どもと楽しく読むことができました。
表紙の写真がとても印象的でひきつけられま
した。先生方が生き生きしていて仲の良さが
伝わってきました。手に取った瞬間読みたい
と思わせる作りでした。内容も先生の紹介や
昔の七小の話などとても興味深くおもしろか
ったです。子どもも夢中で読んでいました。
広報の皆様、大変だったと思いますが素晴ら
しいです。御苦労様でした。
とってもステキです！！！表紙の校長の笑顔
最高です。子どものよう（笑）
職員室の空気の良さが伝わりました。裏表紙
のレモンも最高☆
急になんだかりっぱな「つみき」ができあが
って、どこの私立のパンフレット？？と思い
ました。中身もたのしく読ませてもらいまし
た。記念に大事にとっておきます。
見守り会の方々のコメントもあれば面白いと
思います。
今回のつみきは内容もレイアウトもとてもよ
かったです。
（広報の方、お疲れさまでした^-^）
特に表紙の写真が気に入りました。
初めてつみきを手にしました。 先生方の顔と
名前がわかったり、楽しんで読めました。
私自身も七小卒業生なので懐かしく見させて
頂きました。 同級生もインタビューに出てい
て楽しかったです。 今後もより良い学校であ
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るよう、期待しております。
入学して初めて「つみき」をもらってすばら
しい仕上がりで感動しました。家族全員で楽
しく読ませていただきました。学校について、
先生方の知らなかったこともわかり七小の先
生方の仲の良さ楽しい雰囲気が出ていてとて
もよかったと思いました。次回も楽しみにし
ています。
七小の良さがとてもよく伝わりました。一番
初めの校長の言葉にはかなりグッときました。
「七小の好きなところ」
こんなことをサラッと言える校長いいな
ぁ！！と思いました。
先生への質問が沢山のっていて、先生方の事
が良く分かり親しみを持つ事ができて良かっ
たです。デザインや構成がとてもステキです。
・先生の意外な一面がうかがえて面白かったで
す。
・七小は国立の中でもとてもすばらしい学校だ
と思います。このまま長く続いて欲しいと思い
ます。
・七小センパイのコーナー面白かった…。
見た目、内容ともに素晴らしい出来だと思い
ます。 役員のお母様がた、本当にお疲れ様で
した。来期の役員、特に広報部になるかたが
プレッシャーになりそうで心配です
子どもの学年の事しか知らなかったので、
「つ
みき」を読み他の先生や学校の様子が分かり
ました。
子どもたちの一番のツボは、浅見先生のおし
りに刺さったうちわでした。
もちろん真似しました！
とても愛情あふれた素敵なつみきが出来上っ
たと思います。 広報部の皆様お疲れ様さまで
した。
もっと七小を好きになりました。
創立 45 周年記念特別号とはいえ、すばらしい
です！読みごたえがあります。まだ全て読み
きれてませんが楽しく拝見しています。
特に表紙裏表紙がいいですね。先生方の雰囲
気の良さが表れていました。発行にはかなり
の時間や労力があったと思います。おつかれ
さまでした。ありがとうございました。
初めて読みましたが内容も沢山あり楽しめま
した。編集された方、ご苦労様でした！
職員紹介が年度始めに配付されると顔と名前
が判るので助かります。












初めてのつみきでしたが、誌面もおしゃれで
読みやすく、七小の事、知れて良かったです。
校長先生と学年の先生位しかお顔がわからな
かったのですが先生方の詳しい紹介があった
ので少しづつ覚えていけたらとおもいます。
企画から編集まで大変だったと思いますが素
敵な雑誌を、ありがとうございました。
つみき 45 周年おめでとうございます。 内容
の濃い素敵な冊子でした。とても読み応えが
あり、子どもともつみきを読みながら学校で
の生活の様子などを楽しく会話する良い時間
が取れました。 広報のみなさま大変だったと
思います。お疲れ様でした。
楽しく拝見致しました。先生たちのお話を拝
見して先生たち同士の関係も良さそうで、安
心して子どもをお預けできると感じておりま
す。
これからも先生も子どもたちも自然と笑顔で
いられる楽しい学校でありますように。
毎年、子供と楽しみにしてます
先生方の趣味とかがわかり、親近感がわきま
す
次からも期待します。 楽しい情報誌作ってく
ださい。
子供へのインタビューもいいかも。
ある学年の 1 日の生活とか。
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役員の皆さんにはお疲れ様でした。 印刷物と
して大変完成度が高く手に出来てとても嬉し
いです。 どの先生も表情が良い！明るい！
全身写真とても良かったです。
先生方の人となりが感じられました。
卒業アルバムのように永久保存しますね 来
年に向けて今年の行事写真、子供が行なって
いるものなども撮りためておくといいかもし
れませんね。
来年以降は役員さんだけでなく「つみき」ス
タッフを募集して取り組むなどいかがでしょ
う。役員を担うのは自信が無いけれど、得意
分野でお手伝い出来るならしたい、役員をや
る前に PTA と関わってみたい、という要望も
ありそうですよね。
役員するしないに関わらず、保護者皆で協力
できる場があると良いなあ （つみきから離れ
ましたすみません）
「PTA ってこんなことも出来るんだあ」とい
う良い事例だと思います。とにかくお疲れ様
でした！すごいです！
すばらしいの一言！ クオリティが高く、読み
応えもあり、親子でとても楽しく拝見させて
いただきました！
すごろくは子供が興味を示して遊んでいまし
た。ナイスアイデアだと思います。 担当の役
員の方、大変お疲れ様でした！！

