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携帯電話やパソコンで 成器西小学校ブログ と入力するとおたよりや子どもの様子が見られます！「 」

新型コロナウイルス感染症と大雪のため臨時休業があり、いつもと違ったことがたくさんあった今年度も、残りわずかとなりま
した。６年生は、卒業に向けて準備を始めています。また、令和３年度の新１年生も、先日、体験入学や保護者説明会を
終え、入学に向けて少しずつ準備を始めました。もうすぐ春です。今年度やり残したことがないか、みんなでチェックしましょう。

今年度 福井県がで＜薬物乱用防止教室＞６年 ３年生が＜クラブめぐり＞ ＜タブレット研修＞ ＜全校集会＞
中に児童に一人１台ずつ きた２月７日ふるさと生が奥越健康センターの方 ２週間かけてクラブを見学
届きますので，教員が何 の日についてﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄからいろいろな薬について し，来年度どんなクラブに
度も研修をしています。 を使って話しました。話を聞きました。 入るか考えていました。

給食委員 園長先生 ６年生が栄 ４月＜給食感謝集会＞ ＜校下園長会議＞ ＜調理実習＞ ＜新入生体験入学＞
会が中心になってクイズを 方と来年度の新入生や入学 養を考えながら手軽にで に入ってくる新入生が授
作り説明し調理師さんや栄 式や代表の言葉について確 きる朝食のメニューを考 業体験をした後，１年生
養教諭さんや施設員さんに 認しました。 え調理しました。 が学校を案内しました。

。感謝の気持ちを伝えました

＜北陸アンサンブルコンテ ＜勝山中部中学校入学説＜民生委員様あいさつ運動 ＜勝山市少年少女クロスカ
奥越で最優秀賞，県 ６年生が保護者と＞朝早く学校に来て校門 ントリースキー大会＞放課後 スト＞ 明会＞

大会で金賞になり福井県 一緒に中学校の生活や学前で一人一人に声をかけ の練習でみんなよく頑張り
代表として 習や入学式についての説てくださり，ありがとう 勝山市の入賞者の３分の１ 北陸大会に出場
見事金賞に輝きました。 明を聞いてきました。ございました。 は成器西小学生でした。 し

＜新入生保護者説明会・物 ＜特技発表会＞ ＜家庭・地域・学校協議１～６年ま 低・中＜なわとび大会＞
新１年生の保護者 でのたくさんの子がけん玉 ・高学年にわかれて持久 学校の様子を紹介し品販売＞ 会＞

の皆様に小学校の生活や入 ・早口言葉・手品・こま・ 跳びや学年種目に頑張り 学校評価をもとに話し
学式までに準備していただ ピカソの本名・とび箱等い ました。高学年は低学年 合いました。貴重な意
きたいことを説明しました ろんなことで発表しました の数も数えてあげました 見を教育活動に生かし。 。 。

。２日間盛り上がりました。 ていきたいと思います

の主な行事 の主な行事３月 ４月２３日（火）給食終了
２日（火）集金引き落とし日 ２４日（水）修了式 １～７日 学年はじめ休業

１８日（木）卒業証書授与式 ２５～３１日学年末休業 ８日（木）入学式
２０日（土）春分の日

１２月に福井県内の小学５年生を対象として、国語・社会・算数・＜ 福井県学力調査 ＳＡＳＡ結果 ＞
理科と生活に関するアンケートが行われました。本校児童はどの教科も問題をしっかり読みよく考えて解き
最後まで集中し大変よくできていました。子どもたちがチャレンジした問題を教職員も全員で解いてみまし
た。子どもの気持ちになって考え分析を行い、本が好きでよく読んでいることが効果的だとわかりました。
低学年からの積み重ねも大切なので、授業改善に活かしていきたいと思います。新聞やテレビでニュースを
見ることが課題でした。新聞を読み興味のある記事の発表やクイズを給食の時間に流しています。

西の子だより



＜お忙しい中 学校評価にご協力いただきありがとうございました。＞
そう思う(＋２点) ややそう思う(＋１点) あまり思わない(－１点) まったく思わない(－２点) わからＡ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

ない(０点)無回答(空欄)(０点)として点数化し平均しました。全員がＡなら最高の２点で最低は－２点です。
(１)児童の評価について

比児童への質問項目 A +2 B +1 C -1 D -2 0( ) ( ) ( ) ( )標準
較令和元年度 令和２年度

１．７１ ↑①学校の生活は楽しい。 １．６０
１．３７ ↑②明るく元気にあいさつしている。 １．３３
１．４５ ↑③授業は、楽しくてわかりやすい。 １．４２
１．１２ ↑④授業では、意見を言ったり、発表したりしている。 ０．９０
１．６１ ↑⑤授業では、調べたり考えたりすることが多い。 １．４６
１．６５ ↓⑥先生は、がんばったことをほめてくれる。 １．６６
１．８１ ↑⑦先生は 生活のきまりや行動の仕方をしっかり教えてくれる、 。 １．８０
１．５８ ↓⑧先生は、話や悩みを聞いてくれる。 １．６５
１．４３ ↑⑨学校では、いじめがなく仲良く過ごしている。 １．１８
１．６９ ↑⑩学校の行事は、楽しい。 １．６６
１．７３ ↑⑪学校は安全で、安心して生活ができる。 １．７１
１．３０ ↓⑫ １．４３地区の行事によく参加している。
１．０９ ↓⑬お家の人と学校のことについてよく話す。 １．１２
１．４１ ↓⑭ 西の子あいうえお でマナーのよい西の子をめざしている。「 」 １．５０
１．１１ ↑⑮家でお手伝いをしている。 １．０８
１．７４ ↓⑯交通ルールを守り、登下校している。 １．７９

間隔マスク手洗い消毒を徹底し遊びも限られ行事も中止縮小になったため大変心配しました。ポイントが①
上がりほっとしています 「学校が楽しくない」と答えた子も３名いたのでみんなが楽しく学校に来られるよ。
う工夫していきたいと思います。 マスク着用で声を出しづらかったですが、あいさつ運動で呼びかけ少し②
ずつ明るいあいさつができるようになってきました。 わかりやすい授業と進んで考え調べたくなる楽③～⑤
しい学習に努めてきた成果です。 できるだけ多くの子が発表できる授業を考えました。行事の後に感想を④
言う場を設けたら、どの学年も進んで手をあげる子が増えました。過去７年間で最高の数値です。 担任⑥⑧

。との教育相談をはじめ毎日児童一人一人の様子をしっかり見て声を聞き丁寧に指導していきたいと思います
過去７年間で最高の数値になりました。 評価が上がったとはいえ気を引き締めどんな小さなことでも見⑦ ⑨

。 、逃さず早期発見早期対応をしていきたいと思います 道徳をはじめ全教職員がいろいろな立場から声をかけ
話を聞いていじめ０をめざし未然防止に心がけ、組織的に取り組んでいきたいと思います。 工夫して運動⑩
会や修学旅行・遠足などを行い、それを児童が前向きに捉えた結果だと思います。アンケートをしてみんな
の意見を聞き、工夫してできる範囲内で最善を尽くしてきました。今後の学校行事や児童会行事も検討して
いきます。 安全教室・避難訓練・下校指導等で幅広いことを想定し危機管理能力を育て学校が安全安心な⑪

。 。場所になるよう環境を整えていきます 地区の行事も十分にできなかったことが影響していると思います⑫
地域の行事が復活したら、学校でも参加を呼びかけようと思います。 家庭と連携して強化週間を設ける⑬⑮

。⑭など家族の一員としていろいろな仕事ができるよう声かけ具体的な取り組みをしていきたいと思います
今後全校集会だけでなく児童会活動にも取り入れていきたいです。 大雪時歩道の除雪ができるまで通学路⑯
を変更し教職員がついて下校しました。今後も安全に気を付けて登下校できるようにしていきます。
(２)保護者の評価について

比保護者への質問項目 A +2 B +1 C -1 D -2 0( ) ( ) ( ) ( )標準
較令和元年度 令和２年度

１．５２ ↓①子どもは、楽しそうに学校へ通っている。 １．５７
１．４６ ↑②学校は、楽しくわかりやすい授業づくりに努めている。 １．３４
１．５４ ↑③学校は、子どもの個性や良さを認めている。 １．４４
１．４８ ↑④学校は 子どもの生活や行動について適切な指導をしている、 。 １．４１
１．４３ ↑⑤学校は 子どものことについて話や相談にのってくれている、 。 １．３５
１．２１ ↑⑥学校は、いじめのない環境づくりに取り組んでいる。 １．０５
１．２２ ↓⑦学校は、育てたい子どもの姿や教育方針をわかりやすく伝えている。 １．２３

↓⑧学校はおたより等で教育活動や学校生活の様子を積極的に公表している。 １．６６ １．５４
１．４５ ↓⑨学校は、地域や保護者と積極的に連携しようとしている。 １．５３
１．６１ ↓⑩学校は、子どもの安全確保に努めている。 １．８０
１．２９ ↑⑪子どもと学校のことについてよく話す。 １．２１

昨年度は保護者の皆様の評価は全項目上がり過去６年間の最高値になりました。今年度は11項目中６項目上
保護者の皆様が学校の取り組みを温かく見守ってくださったおかげがり過去７年間の最高値になりました。

「E わからない」と答えた数も減少しました。おたよりやブログ（携帯電話やパソコンのインターネッです。
トで「成器西小学校ブログ」と入力すると児童の様子を見ることができます）をご覧下さっているおかげだ
と思います。お忙しい中ご協力ありがとうございます。 ろいろな規制があり楽しいと感じることが減っ①い
ていると思いますが、楽しい学校をめざし仲の良い友達とゆっくり過ごせる環境、一人一人が居場所のある
学級づくりに努めます。 重要な項目なので、上がったものの引き続き丁寧に相談活動や学級指導をしてい⑥
きたいと思います。 、 、児童欄の⑨同様、今後人権教育と学級経営に力を入れ 学校全体で組織的に取り組み
も十分気をつけていきます。 行事が中止縮小で新聞やブログ等の発信数や授業参観も減ってしまいま⑦～⑨
した。今後、教育方針等も含め積極的に公表していきたいと思います。地域の行事が復活したら以前のよう

一番下がり幅が大きかった項目は 。にいろいろなことに積極的に取り組んでいきたいと思います。 でした⑩
昨年度はクマ対応で１か月以上車登校にして徹底しました。今年度は 検温・マスク・消毒・３密回避に努め、

今後、心の面を配慮しながら安全第一で行事も工夫して取り組みましので不安を感じたのかもしれません。
考えていきたいと思います。 今後も家庭で学校のことを話題に上げ、気づかれたことは学校に教えていた⑪
だき 家庭と連携しながら進めていきたいと存じます。記述でも「西校のアットホームで一人一人を大切に、
して下さるところがとても良く、日本一になれる位良い学校で、子どもを通学させて頂けて本当に良かった
と思います。担任の先生が広い心であたたかく子どもたちを見守ってくださるのがとても良いです。いつも
ありがとうございます 」など、心温まる内容がいっぱいでした。こちらこそ、ありがとうございます。。
(３)来年度に向けて

先日、家庭・地域・学校協議会を開催し、学校評価の結果や学校の様子をパワーポイントをもとにお伝
えし本年度のことや来年度のことを話し合いました。貴重なご意見をもとに全教職員で今後の取り組みに
ついて考えました。子どもたちの様子を見ながら、さらにレベルアップを目指していきたいと思います。


