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平成23年度後期がスタートしまし

た｡新聖つ子がさらによりよく成長

するよう最善を尽くしていきます｡

そこで､前期7月の個人面談でお寄

せ頂いた保護者アンケートの結果と

学校教職員における自己評価､ 8月

22日行われた学校評価委員会でい

ただいたご意見を集計し､これから

の学校改善策を検討いたしましたの

で､お届けします｡

今回の保護者アンケートには､本

校の良いところを書いていただきま

した.職員が励みになるご意見をた

くさんいただきました｡感謝申し上

げます,今後とも本校の教育活動に

こ支援ご協力を賜りますようお願い

申し上げます｡

9月5日′-30日の｢グッドマナー

キャンペーン｣の期間中PTA役員

の万々が､毎日一緒に立ってあいさ

つをして下さいました｡児童と職員

は7時45分から8時頃まで学年ごと

にあいさつ運動を行いました｡役員

の皆様は､児童が教室へ入った後も

残って､その後登校する児童にもや

さしく声を掛けて下さいました｡朝

のさわやかな挨拶によって､その日

一日が元気にスタートできますo　児

童の挨拶がよくなったと地域の万か

らお褒めのお言葉をいただきまし

た｡これからも､ ｢おはようござい

ます｣だけでなく､ ｢こんにちは｣

｢ありがとう｣ ｢ごめんなさい｣等

の挨拶も自分から言えるように指導

していきます｡

また､ 9月21 E]は本校では参観･

懇談を予定しておりました｡折悪く

台風1 5号のため､金沢市の全小中学

校が給食後下校となりました｡参観

日を楽しみにしていた児童や保護者

の皆様には大変申し訳なくお詫び申

し上げます｡後期1 1月には学校公

開や学習発表会が予定されておりま

すので､ご都合をつけこ参観下さ

いo

県学力調査結果の考察
4年国語科･算数科

国語･算数とも､県の平均を上回る良好な結果でした｡

国語科は､基本的な漢字･言葉の理解､大事な部分を読み
取る力､書く力など､全体的な力が育っています｡ローマ字

の読み方に書果題が見られたので､プリント練習だけではな

く､パソコンでローマ字打ちを練習したり､必要感を持たせ
て学習意欲を高める工夫を取り入れ定着を図っていきます｡

算数科は､基礎基本の計算問題もしっ力＼りと定着が見られ､

式の意味を､説明する力も育っていますD　しかし,グラフを

見て､そこからわかる事実を説明する力に書果題が見られたの

で.国語科とあわせて､読嗣力と自分の考えを説明する場面

を取り入れ学習を進めていきますo

6年社会科･理科

社会科も理科も､県平均まであと少しという結実でした｡社会科

は､ E]本の産業や<らしに関する理解が身についていました｡一万､

万位を正確に把握する力や地図を活用する際の用喜吾の理解に課題が局
られました｡日々の授業において､導入の際地囲帳を積極的に利用し

たり､歴史の学習で戦が行われた場所を調べてみたり､様々な場面で

地園帳にふれることのできる機会を増やしたり､基本的な社会の用語

を使う機会を意識して取り入れ､指導していきます｡理科において

は､太陽･方角といった部分に課題が見られ､社会科と同様に方位を
正確に理解する力が課題です｡観察実験の甥を多く設定し､必要な知

喜哉技能を身に付けさせることや､観察実験で得たデータをB的

にそって整理するよう指導していきます.



PazZe 2

前期保護者アンケート結果(辛,5,u3年7即

1お子さんは朝.元気よく登校していますか｡
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7お子さんは家庭字音を(15分*学年)以上していますか｡
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6月参観日2年生の学習の様子

どの項目も｢わからない｣というお

答えが減っています｡

これは､保護者の皆様がお子様一人

一人をよく見て下さっている証拠で

す｡児童はお家の万々から優しく見守

られることで､児童の心が安定しま

すo　そのお陰で､学校で少々つらいこ

とや難しいことがあっても､意欲的に

チャレンジし､やり遂げることができ

るのですo　これからも温かく見守り､

できたときは褒め､励ましてやって下

さいo　　前期通知表も､伸びたとこ

ろ､よくなったところを認め､十分に

褒めてあげて下さい｡

1.朝元気よく登校している

7.家庭学習を(15分×学年)以上し

ている

1 1.子とも達一人一人に応じた指導が

なされている

上記の3つの項目が22年度後期より

よく評価して頂いておりますD

｢朝元気よく登校してくれる｣こと

は､学校に満足している証拠で､うれ

しいです｡全校児童がそうなるよう学

校でも頑張りますo

新翌は全校1 12名の少人数ですか

ら､その良さを生かして､一人一人に

応じたきめ細やかな指導をこれからも

心がけて行きます

以下の6つの項目が22年度後期より

評価が下がった項目です｡

2.早寝早起き朝ご飯を実行している｡

国･県両学力調査の生活アンケートか
らも学力の高い児童は早寝早起き朝ご飯

を実行しているという結果が出ていま

すD　学校で元気に活躍できるためにぜひ

実行して下さい0

4.家庭で挨拶している｡

学校では朝の挨拶がよくなっていま
8月読み聞かせサマースクール　す｡ご家族の方から挨拶のお手本を示し

てやってくださいo

8月22日(月)午後4時より

学校関係者評価会　開催
学校関係者として下記の5名の万々にご来校頂き､ 9月以降

の学校運営についてご意見をいただきました.

学校評議員　　　坂井　雄二氏

学校評議員　　　笠間　祐子氏

城南中学校校長　≡盃象二郎氏

新竪少年連盟長　末林　　務氏

PTA会長　　　　高木美佐子氏

学校評価委員のご意見
【児童の様子】
｡挨拶の声や表情が昨年に比べて物足りない気がしますo

･挨拶や身なりは良くなってきている様に思いますD　まだ少し

恥ずかしそうな様子が見られますが無視する感じはなくなりつ
つあります｡
･各学年に応じて学習態度や生活習慣が卓につき知徳体のバラ

ンスが図られていると思いますb
･特に新竪らしさである高学年が中低学年に対しての先輩らしさ

5.元気よく友達と遊んでいる｡

6.お子さんはボランティアに進ん

で参加している｡

8.保護者の皆さんは学校の行事に

参加している｡

9.学校のお知らせをしっかり受け
止めている｡

上記についても学校と保護者の連携

をとってよりよき成長につなげてい

きたいと考えています｡学校へのこ
要望こ意見どしどしお寄せ下さいo

は頼もしく感じます｡

【教師の様子】
･どの先生も教育に対し一生懸命で､有り難く思っていますo　ま

た毒力＼ら地域保護者としっかり連携ができている新堅田小だか

ら､これからもそんな学校であってほしいです｡
･私たらが子供の頃のように先生方が一生懸命子とも達に声を掛

け先生が大きく感じました｡ (参観日)
･先生方の明るい雰囲気が学校全体の明るい活発さにつながって

います｡少人数の良さを感じられる家庭的な暖かさがうれしいで

す｡

【学校環境】
･巳頃より先生方が校内の見回りや美化に気をつけて下さってい

るお陰で学習しやすい環境になっています｡
･敷地外ですが､地t或塀としてプ-ル横の道路の歩道が狭く車道

より歩道が高くなっているので安全上気になっていますD
･外回りの整理整頓美化にも気が配られているように感じられま

す｡
･校舎の老朽化･未耐震･運動場の設備等に､他校との差を感じ

ます｡
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ますo今後も悪いことは悪いとその場できびしく指導していただけたらと思いますo 

職員の皆様は大変親切に対応して下さいますoご苦労様ですo児童の1人1人も把握していて下さると思いますo必要 

なときは何でもお話しできると思います. 

先生が子ども達の事を1人1人よく見て下さりありがたく思いますoいつも温かく見守って下さり有り難うございますoこ 

れからもどうぞよろしくお願いしますo 

細かいところにも先生方の目が行き届いていて安心して子どもを行かせられる小学校だと思いますo少人数ですが何 

があつてもすぐに情報も分かるのでそれはとてもよいと思ってます 

1-6年まで仲の良いところo少人数ならではの活動.先生も子ども達の事をよく知っているo 

子ども達1人1人しっかりと気にかけ見て頂いているように思います○保護者の人数も少ないので､先生方への負担も 

多いかと思いますoこのご時勢親の責任､学校の責任問われたり問うたりすることもあるかと思いますが､今後ともよ 

ろしくお願いいたしますo 

5 年 倬�;c��ﾃ��ﾈ/�轌;�+X,H岑+8,�,H*�.�*ｨ,h*H+(+H*(-ﾈ+s��ﾓiD�-ﾈ,X,h,H.�(y|x+X,X､���h,X�檍,(,H.�ﾋ8ｴ8,�*�*(+8,"�

してくれますo 

合宿(5.6年)ではいろいろな経験ができクラスメートともさらに辞が深まったようでしたoふれあい活動も授業参観とは 

違って一緒に参加したり体験したりすることで楽しめたし､親子で話することも多かつたです○ 

今年よりrクラスふれあい活動｣が授業の一貫となりましたが､子ども連と一緒に学ぶ事も多く､楽しみながら学びなが 

ら子ども達の普段の様子(普段通りではないかも?)が垣間見ることができてなかなかおもしろかつたですo 

4 年 ��i�i_ｸ*ｨ髯;c��ﾃ��ﾈ,唏*ｸ+�/�,i�陌�+X,H*ﾘ.ｨ,H*(.�,h輊*(-ﾈ+x�ｲ�

先生方が児童1人1人に合わせて､指導して下さっていると思いますoいつもあたたかく見守ってくだきりありがとうござ 

いますoこれからもよろしくお願いしますo 

今年度に入りクラスの雰囲気が明るくなって学校に行くのが楽しそうで大変満足しております○褒めてもらえる機会が 

増えて､やる気がぐんと上がったように感じます○ 

4年生になって｢ほめられたい｣という気持ちから自主的にいろいろするようになりましたo小さいことでも褒めて下さる 

先生に感謝です○私が褒めてあげるのが下手なので-.. 

学年関係なく交流があること(先生.子どもどちらも) 

校長.教頭先生をはじめすべての教職員の方が､とても温かく子ども達を見守って下さりとても感謝しています○子ど 

も達1人ひとりを大切に良いところを見つけてあげようという姿勢がとても素敵ですC暑さ厳しい申､頑張っていらっしゃ 

る先生方には本当に頭が下がりますoどうぞお体をご自愛なさつて下さい○いつも本当に有L)難うございますo 

子どものことをよく理解していて､安心してますoまた､子どもの様子を見て､学習活動も色々変えてみて子どもにあっ 

た教育をしている○ 

児童の人数が少ないからでもあると思いますが､先生と児童の距離も近く､児童も先生に相談など話しやすそうなの 

で､とても良い感じだと思います○ 

3 年 倆�檍ﾊ乂x.)(9;�,�,x*(.ｸ*(.ｸ,鞍��/�+8+�,H.�.x,�,H��,x.���.�ｮﾈ/�,X*(-ﾈ+X+ﾖ��

子ども達がとてものびのびと元気に学校生活を送っているように感じますo 

先生方1人1人が個々の良さに目を向けて下さっていると思いますo 

少人数なので先生の目がしっかり1人1人に行き届いていると思います○親も気づかなかつた小さな変化にも気づいて 

頂き先生は良く子ども事を見てくれているんだなあとありがたく感じた事もありますo(近藤先生)これからも子ども達 

が楽しく学校生活を送れますようにご指導よろしくお願い致しますoいつも有り難うございますo感謝o 

子ども､先生ともに学年関係なく交流があるので親の私も色々話せて楽しいです○ 

学習面で遅れを取っている子どもをほっとかずにしっかり数えてくれること○子ども1人1人に身近に接してくれていると 

ころ○ 

人数が少なくかかわりが多いところだと思います○いつも声をかけて下さり見て頂けて有り難うございます○ 



憎保掛､ら見た本校のよいところ　　　　hP5憎
前期保護者アンケ-ド(平成23年7月)より

1年交通安全紙芝居　　3 ･4･5年ごりの放流　　秋のたてわり遠足　　　　　1･4年歯磨き教室
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済農法沈㍊出勤廟滞常滑
指導方法を工夫した子とも主体

の授業づくり
単元毎に学習計画を立て､児童にも

見通しを持って授業に参加できるよう

にしますo　調べる学習､じっくり思考

する学習､これまで学んだことを自分
の言葉でまとめる学習など､その時に
つけさせたい力を教師自身かで明確に

し､めりはりをつけて､指導を行って

いきます｡児童に学び万を教えていく
ことも必要と考えています｡

低学年は､ある程度先生が学習の計
画を伝えていきます｡中学年以上は､

単元の初めに一緒に課題をつくり､見
通しを持たせて学習を進めます｡その
ためには､どのような準備が必要か､

調べ万､どうやってまとめるかなと､

考えさせて､教室掲示して､児童の自
主的に学ぼうとする授業つくりを目指
します｡

総合的な学習について
前期は学び方を知り､後期からは学

習計画を示し､児童が自主的に学習に
取り組めるようにしますo　単元の初め
に一緒に言葉題をつくり､見通しを持た

せます｡毎月の進度を確認し､地域の

方に積極的に参加していただくように
します｡

自主)の考えや感想をはっきりと話す

自分の発表を聞いてくれる､友達の
発表を聞きたい､と思える人間関係づ
くりが発表しようとする意欲の土台で

すo　安心して話せる学級づくりに取り

組んでいきます｡最初は､先生が聞い
て受け止め､育ちをみて､子どもが聞

き手になっていくように｡自信と意欲
を持って発表できるようにしていきま

すo

また､自分の考えを話すためには､
自分の考えを持つ場面の保障､書き方

の指導､話し方の指導､ ｢こう書いた

ら､こう話したらいいんだよ｣と具体

的に指導していきます｡そうすること
で､自信を持って話すことができるよ
うになると思いますo　ご家庭でも児童

の話を聞いてやって下さい｡遵紹帳や

あゆみノートに白を通してご確認下さ
い｡

さらに､ 11月8日の｢学習発表会｣

を､児童の話し方･頂き方の-つの自

標として意識して指導を行っていきま

す｡保護者の皆様もご都合をつけてご
覧になり､児童のがんばりを褒めてあ
げて下さいo

県学力調査で同時に行われた｢生活
習慣アンケート｣では､本校の児童
は､ ｢1E]のテレビ(ゲーム)視聴時

間｣において､ ｢3時間以上｣が6年生

男子60%､ 6年女子71%という結

果も見られます｡その結果と関連し､
｢一日の甘垂眠時間｣も県の平均に比べ

て少ないことがわかりました｡

規則正しい学習習慣と睡眠時間の確

保は､児童の学習意欲と理解､そして
健やかな心の育ちに密接に関わってい

ます｡

家庭学習の勧め
この機会に改めて､以前から奨励してい

る｢サンサンデー｣の取り組み､早寝･早

起き･朝ご飯､そして15分×学年の家庭学
習の習慣をご家庭でも話し合って､実行し
ていただきたいと思います｡

今春から完全実施されている｢学習指導

要領｣は､学習内容が非常に多くなりまし
近,児童に基石楚的･基本的な｢読み･書

き･計算｣が身につくよう､家庭での繰り
返し学習が大切です｡児童のがんばりを応

援してやって下さい｡

4年　道徳授業の様子

5･6年　日本語教室

2年　道徳授業の様子
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6年&保護者

地域の先輩からお話を聞く会

生活目標｢きまりをまもろう｣

ポロシャツがズボンからはみ出してい

る児童は減ってきました｡靴下は白か

黒｡くるぶしソックスは足首が保護でき

ないので学校では禁止です｡

学習に必要ない物は持ってこない約束

です｡筆箱は箱形(チャックの布製は使

わない)中は担任が必要と確認した物だ

けにしましょう｡学年に応じて統一して

いますので､無駄な物は購入しないよう

未見子で確言忍して下さい.

全校たてわりそうじについて

そうじ時間いっぱい頑張るために､そ

うじ場所の分担を見直し､仕事の墨が均

等になるように見直します｡窓のさんや

手洗い場など細かいところも丁寧にほこ

りを取るなどそうじ方法をアドバイスL/

ていきたいと思います｡

委員会について

後期委員会では常時活動の見直しや

徹底を心がけ､児童が楽しめるような創造

的活動を増やしていくようにしていきま

すo

代表委員会について

委員会やクラスでの出来事の達紹･確認

の場になっていることが多かったです｡後

東日本大震災で被害に遭った小学校への　期の代表委員会で臥妻昌合での提案を話

支援の学用品を渡している6年運営委員　し合った｡､クラスから出てきた提案を

正しい言葉遣いについて

職員室への入り方など礼儀正しい言葉

遣いができる児童が増えてきました｡大

人がその場で示して声カリブを行っていく

ことが大切ですD　児童が敬語や正しく美

しい日本語を鼻に付けるため､大人が見

本を示していきましょう｡

自分の体は自分で管理できる児童に

｢暑さ寒さも彼岸まで｣のことわざ通

り､朝夕めっきり秋らしくなりました｡

半袖ポロシャツから長袖に､それでも寒

い場合は上に標準眼の上着を､それでも

寒い場合は､標準服の中にベスト､ジャ

ンパーと順番で､重ね毒します｡服装で

体温調節し､自分で体調管理ができる児

童になって欲しいと願っています｡

しっかりと話し合ったりできるように､代

表委員会前に委員会やクラスでしっかりと

話し合わせるように心がけます｡

たてわり活動について

今年度は前期なかよし遊びの時間をあま

り取れませんでした｡本校の児童は､だて

わり活動でおもいやりの心が育っていると

保護者の皆様力＼らも認めていただいている

ところです｡後期は行事予定に｢たてわり

活動日｣を明記することで､全校の秤が深

まるような活動を計画し行っていきたいと

思います｡

心の教育に力を入れています
今年度いしかわ道徳教育推進事業｢人と地Ⅰ或を生かした道

徳教育講座｣の県指定を受け､児童の｢豊かな心｣の育成を

めざしています｡

12月8田(木) 14時15分から金沢市小中学校各校の道

徳推進教師の万々にご来校頂き､道徳の公開授業研究会を行

いますo

児童の｢豊力＼な心｣は､一朝-夕に鼻につくものではあり

ませんo　道徳の授業を中心に､学習の時間や学校行事､休憩

時間等学校生活全体を通じて育つものと考え､教職員-周で育て

ていきたいと考えています｡

学校外でも児童が､明るく元気に､きまりを守って過ごしてほ

しいと願っています｡もし心ない言動や､危険な行動をしていた

ら､その場で注意してやって下さいb　豊かな心を育成するため

に､保護者や地域の皆様方との連携が大切です｡学校へもご-報

下さると有り難いです｡よろしくお願いいたします
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新里町小学校のホームページのアドレスですo
http://cms.kanazawa-city.ed.jp/shintate-e/

金沢市立新竪町小学校
住所:金沢市新里町3TE-25

電話: 076 (262) 2355

FAX' 076 (262) 2356

E･メール　shlntSte-e@kamazayla-Clty ed川

袷期の圭tj学校行事

10月19･20日3 ･4年合宿

11月1 ･2･4･7日学校公開

2日　マラソン記録会(4日予備日)

8日　学習発表会

(保護者は9時半までに体育館に入場)
16B (午後)連合音楽会

12月20･21E]　個人懇談

1月27日参観･懇書炎

2月15Ej参観･スクールフォ-ラム･懇談

24白6年生を送る会

3月1E]全校朝の会･感謝の会･引き継ぎ集会

16田卒業式(10時開式)

地域の皆様にお世話になってます

宮口さんとの染め物体験

秋は､新竪町校区の行事が多く､
･9月19日｢敬老会｣に1 ･2年生参加､

･ 16Ejロータリークラブの方々のおtg話

で･｢ゴリの放流｣､ 3･4･5年生参加､
･ 25日｢社会体育大会｣､

･ 28日｢6年連合体育大会｣､

･ 28日｢5年郷土料理教室｣婦人会の皆

さん　が､ 5年生の親子に金沢の郷土料理

の｢押し寿司｣と加賀野菜を使った｢金時

筆のスープとゼリー｣の作り方を教えて下
さいました｡とてもおいしかったです｡
･ 10月2日｢柿祭り｣ 3･4年生参加

地域の万々のお陰で､楽しい行事がいろ
いろありました｡ありがとうございまし

た｡

後期も
･ 10月1 1日3年生が宮口さんから染め物

を教えていただきました｡
･ 10月17日町会連合会長の中本さんや婦

人会の皆様とさつまいもを掘り､

･ 11月7日それを使ったおいも料理が

予定されています｡

新竪町小学校の児童は､地域の皆様方

にお世話になり､育てて頂いています｡
これからもよろしくお願いしますo


