
- 1 -

西の子だより（笑顔が一番）
勝山市立成器西小学校 第１２号 平成２９年３月１日(水)文責 校長
ブログ公開中(成器西小学校ブログで検索)http://seikinisisyo.mitelog.jp/

ースクールプランの取り組みについて(学校評価の振り返り最終)ー
１ 心の教育の充実･･･元気な学校（目指す学校像）を作るための「西の子あいうえお」運動

年間を通じて「あ：あいさつをしよう」「い：いいかどうか考えよう」

「う：うーんと働こう」「え：え顔ですごそう」「お：おもいっきりがんば

ろう」を月別目標と連動させて取り組んできました。例年評価せずに行

っていたので、今年度努力した子にはにこちゃんマーク（６年生の手作

り）を渡すことにしました。年度末に５枚のにこちゃんマークをもらっ

た子には、「笑顔で一番でしょう」（賞状）を卒業式前と修了式に私から

直接渡したいと思います。今年は、全校児童の１７８人中半数以上の児

童に賞状を渡すことができそうです。みんなよく頑張りました。校長と

してとてもうれしいです。また、この運動を通して書いた作文や、絵や版画が各種コンクールで

入賞したことも、とてもうれしいです。頑張る西の子は、最高ですね。

２ 学力向上プラン･･･コミュニケーション能力の育成を重視した授業づくり

・毎日発表する児童９０％、毎日宿題をする児童９０％を目標にして、コミュニケーション能力の

育成を重視し、ペアやグループでの話し合い学習（活動）を授業に取り入れ、自分の意見を書く

ことや自信を持って話す場面を大切にしてきました。特に、外国語活動・英語では、担任と英語

専科教員等によるＴＴの授業が大きな成果を上げています。

・国語では、新出漢字や白川文字学を丁寧に扱うことで、学年別漢字配当表に示されている漢字

を正しく読んだり書いたりできるようになってきました。

・ＩＣＴや視覚に訴える資料を生かした授業をすることで、目的に応じ、書く事柄を整理したり、

図と表を関連づけて読んだりすることができるようになってきました。

３ 次年度に向けての具体的な方策

・「西の子あいうえお」運動をさらに強化していく。（にこちゃんマーク運動と連動して）

・体験学習の重視として、学校畑の運用をさらに考えていく。（ペア学年、販売も含めて）

・話し合う活動をさらに積極的に取り入れる。そして、自分の考えを書く時間を取り入れる。

・欠席０の日を今年より増やしたい。（２月２８日現在 ３９日／１７０日：昨年は２７日）

・あいさつ運動を拡大するために、ＰＴＡと協働であいさつ運動をしていく。

３月の行事予定
6年生を送る会のご案内

２日（木）みつばち文庫（最後）ＰＴＡ役員会 19:00
３日（金）授業参観日 ６年生を送る会 13:15 日時 ３月３日(金)１３：１５～１５：２０

家庭・地域学校協議会 19:00 ･６年生に感謝の気持ちを込めて、

５日（日）新入生物品販売 10:00～勝山中部中 「ありがとう」を伝えよう。

７日（火）児童総会⑥ １３：１５～６年生入場・開会の言葉

９日（木）おはなしばたけ（最後） 校長先生の話

１０日（金）地区子ども会⑤ ＰＴＡ理事会 19:00 各学年の出し物

１４日（火）登校班引き継ぎ式 先生からの出し物

１５日（水）卒業式予行・準備 お楽しみ企画

１６日（木）第７０回卒業証書授与式 9:30 ６年生の出し物

２２日（水）教室移動 給食終了 全員合唱

２４日（金）修了式 下校 11:40 １５：２０～閉会の言葉・６年生退場

３０日（木）離任式 9:00 下校 10:30 ※授業参観日なので、ぜひおいでください。
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カイル先生に素敵なビデオレターを贈ろう（英語の授業） ２月２２日（水）５年生

全国から４０人あまりの先生が来校して５年生の英語の授業を見て

もらいました。今年の７月にカイル先生がアメリカに帰国するのでア

メリカの人々に「勝山の良いところを紹介するビデオレターを作る」

授業です。勝山の良いところを英語に訳し紹介文を作ってみんなの前

で英語で発表しました。たくさんの先生方を前にしても堂々と発表す

ることができました。英語の研究をしてから３年間が経ちましたが力

がついてきました。ここでも頑張る西の子、うれしいですね。

各種大会・コンクールの結果 入賞・受賞おめでとうございます。

★ 少年少女スキー大会 【スラローム競技】 雁が原スキー場 １月３０日

５・６年男子の部 １位 森下 喬祐 ３・４年男子の部 ３位 森下 祐亮

１・２年男女の部 ２位 大滝日向子 ５位 織田 柊太

【クロスカントリースキー競技】恐竜の森クロスカントリーコース ２月 ５日

５・６年男子の部 ４位 森岡 洋貴 ６位 森下 喬祐 ３･４年男子の部 １位 森下 祐亮

１・２年男女の部 １位 松井 亮太 ５位 織田 柊太 ６位 大森 月花

★ 第６３回 県小中学校児童「書き初め展」（中日新聞）

【推薦】 ３年 谷 知花 【準推薦】６年 宮本百合奈

【特選】 ６年 天野ほのか ５年 谷 優希 増田 美海 横川 剛望 ４年 小林 美翔 松村 史織

３年 久保 藍里 ２年 斎藤菜々心 白野 彩和 １年 内田 衣智 佐々木蓮慈 東野 晃士

★ 県書き初め競書大会 （福井新聞）

【推薦】 ６年 宮本百合奈

【特選】 ５年 谷 優希 横川 剛望 ４年 杉下 敦基 ３年 谷 知花

２年 織田 柊太 白野 彩和 １年 内田 衣智 東野 晃士

★ 第３９回 県版画コンクール

【秀作】５年 向井 海瑠 ４年 森下 歩睦 ２年 髙見吏一朗 １年 佐々木蓮慈

【入選】６年 天野ほのか 別田 祥太 ５年 加藤 星 森 彩音 ４年 松村 史織

３年 川端 大道 １年 岡田 旺大

★ 第３５回 市小中学生版画作品展

【特選】６年 天野ほのか ３年 田中 優 １年 石塚 大晴

【佳作】５年 増田 美海 山田 晃輔 ４年 岡田 芽依 ３年 大倉 那月 定友 咲弥

２年 大平 美優 白野 彩和 １年 小田 有紀乃

★ 第４１集 さわらびコンクール（作文） 【特選】３年 南部 香乃 ２年 白野 彩和 １年 矢戸 和奏

★ 校内縄跳び大会（個人）種目がたくさんありますので、各学年１位だけを紹介します。

学年 持久跳び合格者 ハイスピード跳び 学年種目①(合計) 学年種目②(合計)

６年 １８人(6分間) 森下喬祐 200回 宮本百合奈 188回 木村 葵 47回(連続回数)

５年 １５人(5分間) 松井温人 233回 松井温人 285回 松井温人 29回(連続回数）

４年 １８人(4分間) 笹村 翔 228回 岡田芽依 339回 笹村 翔 230回

３年 １７人(3分間) 沼田健慎 206回 久保藍里 314回 谷 知花 201回

２年 １７人(2分間) 松井亮太 112回 安岡夢希 294回 織田柊太 305回

１年 ２１人(1分間) 加藤梛吉 96回 加藤梛吉 154回 木村 茜 137回

※ １年間ご愛読ありがとうございました。ご意見ご要望がありましたら、いつでもご連絡ください。（校長）
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