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あら塩っ子宿泊体験，校内クリーン作戦・作品自慢大会と大きな行事で，２学期がスタートいたしました。夏休みの体験で一段と成
長した新砥っ子を誇らしく思います。保護者の皆様，前期学校評価・個人懇談にご協力いただき，ありがとうございました。保護者と
児童の集計結果を次の通りお知らせします。夏季休業中に学力調査等の結果と合わせて，職員，学校運営協議会で改善策等について協
議しました。実践可能なものからすぐに取り組んで参ります。２学期も引き続き，ご支援・ご協力のほど，よろしくお願いいたします。
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学校は，教育方針や指導の重点を分かりやすく伝えている
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一生懸命に教えている。

学校は，新砥小学校としての特色ある教育活動を行っている
声の大きさや話す速さは，ちょうどよい。

教育方針は，保護者や地域の願いに応えたものになっている
子どもは，喜んで学校へ行っている

分かりやすく教えている。

愛情いっぱいの子を育てようとしている。
授業は，楽しい。

らしさを磨く子を育てようとしている。
共に拓く子を育てようとしている。

分からないことやできないことが，先生に教えてもらって，分
かるようになったりできるようになったりした。

学級目標や方針は，保護者に理解しやすいものになっている

発表や質問をしっかりときいてくれる。

先生は，子どもをよく理解し，ていねいに対応している
先生は，子どもの間違った行動に対してきちんと指導している
先生は，子どもの悩みや相談に親身になって対応している

先生は，自分が学習でがんばったことを認めてくれる。
学習に一生懸命に取り組んでいる。

子どもは，好ましい人間関係をもっている
子どもは，学校や学習のルールを守っている

進んで調べたり，考えたりしている。

教室環境は，学習や生活にふさわしいものに整えられている

進んで自分の考えを発表している。

先生は，授業を工夫し，個に応じた学習を行っている
学習の様子等が授業参観や懇談，便り等によってよく分かる
子どもは，授業が楽しいと言っている

学習の持ち物をきちんと準備している。
分からないことがあるとき，先生に質問することができる。

子どもは，家庭学習に取り組んでいる
運動会・遠足・学芸会など学校行事のもち方は，適切である
楽しんで参加し，行事を通して，子どもは成長している
学校は，子どもが病気やけがをしたとき，適切に対応している

先生や友達の意見は，参考になることがある。
先生や友達の話をしっかりきいている。
宿題をしている。

子どもは，体や心の健康について気軽に学校に相談できている
学校は，清掃・美化に努めている
学校は，危険箇所などへ配慮しており，安全に努めている

自主学習をしている。
進んで本を読んでいる。

学校は，台風や地震などの場合，適切に対応しようとしている
授業参観の回数や内容は適切である

学校は，楽しい。

学級懇談の回数や内容は適切である

「あ」大きな声であいさつをしている。

学校は，保護者の思いを汲み取る機会を適切に設けている
学校は，HPやたより等で学校・学年の様子をよく伝えている
学校は，家庭への連絡を積極的にきめ細かく行っている

学校のきまりを守っている。
友達をいじめたり悪口を言ったりせず優しくしている。

学校は，保護者の悩みや相談に親身になって対応している
ＰＴＡ活動は活発で保護者は学校の教育活動に協力的である
安全指導を中心に，子どもの安全確保に努めている
学校・教職員は，ＰＴＡ・地域の活動に協力的である

「早寝・早起き・朝ご飯」に取り組んでいる。
友達と仲良く遊んでいる。
「あ」一生懸命掃除をしている。

家庭では，しつけや基本的な生活習慣を身に付けさせている
家庭では，落ち着いて学習に取り組ませるようにしている
家庭で，一緒に過ごす時間をとるように心がけている

困ったり悩んだりしたら，先生や家族に相談している。
［あ］火事や不審者など，安全に避難できると思う。

地域は，子どもの安全確保に努力している
子どもは，公共のマナーを守っている

「あ」めあてをもって取り組んでいる。

【考察】
○進んで自分の考えを発表していると答えた児童が昨年度よりも
増えました。授業中、児童が発表できる場をたくさん設けるよ
うにしてきたことによるものだと考えます。
○忘れ物をしないように気を付ける、きまりを守ろうとする等、
規律正しい生活を送ろうという意識が向上しています。
○年度初め、友達同士の挨拶が低調であると課題でしたが、全校
での声掛けにより挨拶に対する意識が向上しています。
○クラスで、なかよし遊びを計画し、積極的に友達との交流を図
ることができていました。
○行事ごとにめあてをもたせて取り組み、振り返りを行っている
こともあり、児童のめあて意識・やり抜く力が向上しました。
● 「 一 生 懸 命 に 教 え て い る 」「 分 か り や す く 教 え て い る 」 な ど の
授業に対しての評価が低い。
→個別の支援も考えながら、教材研究に励み、子ども達にとって
楽しく、興味のもてる授業へと改善していきたいと思います。
●「進んで本を読む」という評価が低い。
→読み聞かせやさまざまなジャンルの本を紹介して読書の楽しさ
を味合わせ、読書する習慣を定着させていきます。
●「一生懸命に掃除をしている」という評価が低い。
→教師も一緒に掃除をすることを徹底すると共に、自ら掃除する
場所を選択するなど主体的に掃除をする習慣を身に付けさせて
いきたいと思います。

【ご意見・改善策について】
○初めての複式で心配でしたが、勉強が楽しいと言っているので
安心しています。
○地域と連携して様々な活動をしてくださり、ありがたいです。
そこで親と地域がつながれます。
○新砥の特色を生かした学校にしてくださり、先生方の工夫や努
力がよく分かります。ありがとうございます。
●もめ事があった際は、家でも事情を聞きますが、なるべくなら
学校の方で子どもの話を聞いて解決につなげていただけたらな
あと思います。
→子どものトラブルがあった場合は、当事者同士でしっかり話を
させる・聞くなど、お互いが納得できるようにして、保護者に
連絡するように努めます。
●行事や参観日など、タイムスケジュールが密なため、いつも慌
ただしく、先生方とゆっくり和やかに話ができる機会が少なく
なったと思います。
→学級懇談や学校運営協議会等で、十分意見を伺い検討していき
たいと思います。また、行事の流れについて共通理解を図り、
ゆとりをもって進められるよう心がけます。
●野犬出没の際、メールではなく文書での連絡であり、出没場所
や日時など詳しい情報がほしかったです。
→児童が学校にいる時間帯だったので、より確実に伝わるよう文
書でお伝えしました。詳しい情報については速報では学校に届
かず、個人情報に係わるもの等は、公文書でお知らせしており
ません。その後も、続報等は一切ございませんでした。緊急に
対応できるよう日頃から児童の危機予知・回避の意識・能力を
高めて行きたいと思います。
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二学期の始業にあたり、各学年の代
表児童の言葉を紹介します。
【第６学年 山本 真生】
学 習面 では 、習 った ことを 、自 学などで
し っか りと 復習 してい きた いと 思い ます。
生 活面 では 、小 学校生 活最 後の 行事が た
く さん ある ので、 悔い の残 らな いよ うに一
生 懸命 みんな と協 力し なが ら取 り組 んでい
きたいと思います。
【第５学年 林 雅斗】
僕は 、一 学期 、人 の話 を落 ち着い て聞く
こと があ まり でき ませ んでし た。 だか ら、
二学 期に は、 手悪 さをせ ず、 落ち 着いて 人
の話を聞けるようにがんばりたいです。

回県習教硬筆展
田村文乃 上
･ 田美桜
土屋志歩 岡
･ 田結希乃
清水果穂
江田志穂菜 大
･ 橋範佳
田村壮 田
･ 村幸寛 坂
･ 本稜恭
上田忠利 妹
･ 尾陽色
上田健成
川上紗季
藤井美空
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子曰く、
性、相い近し。
習えば、相い遠し。
【陽貨篇第 の２】
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【第４学年 石川 絆】
勉強 面では 、テ スト や文 章題 の読みま ち
が い に 気 を つけ た い で す 。
生 活面 では 、ろ う下 や階 段を 静かに 歩い
た り、 先生 たち にえ しゃ くをし たり するこ
とを意識したいです。
運 動面 では 、先 生の 話をよ く聞 いて練習
を がん ばり 、運 動が得 意に なり たい です。
【第３学年 田村 壮】
学 習のめ あて は、 字を 正か くに書 くこと
で す。一 学期 は、 字が きれ いで はなか った
ので 、二 学期 は、 きれ いに 書くよ うに した
いで す。 その ため には 、練 習をし てゆ っく
り書きます。
生活 のめ あて は、 手洗い ・う がい をきち
んと して 元気 に生活 する こと です 。その た
めに は、 毎日 わすれ ずに 外か ら帰 ったら 手
洗い・うがいをします。
【 第 ２ 学 年 江田 志 穂 菜 】
わ たし が二 学き にが んば りた いことは、
と もだ ちと 話を する とき に言ば づか いに気
をつけることです。
そ のた めに ，お とも だちと 色ん な話 をし
たいです。
【第１学年 上田 美桜】
わ たし が二学 期に がん ばり たい ことは 、
かんじをおぼえることです。
はじ めて かん じを がく しゅ うす るので、
しっ かり れん しゅ うし て、 ただし くか ける
ようになりたいです。
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《生まれつきはだれも似たようなものである。しかし，しつけ
や習慣，学習で大きな違いが出て来るのである。》という意味
があります。二学期新たな気持ちで，主体的に自己のめあてを
もってやり抜くことができるよう支援していきたいと思いま
す。
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