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ありがとうございます 
 たつの市内の小・中学校においては、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため、３月24日(火)まで臨

時休業期間となっています。(3月19日現在)各ご家庭

や地域の皆様には、感染拡大防止にご理解とご協力

をいただき、ありがとうございます。 

節目のとき 
臨時休業期間中、２日間の登校日が設定されてい

ます。３月 16 日と 19 日です。両日とも、子どもた

ちの笑顔と子どもたちの歓声が、再び本校に戻って

きました。教室で学習している子どもたちの姿、運動

場で遊んでいる子どもたちの様子から、心身ともに

たくましく成長した姿を見てとれ、感慨もひとしお

です。 

 いよいよ、卒業･進学、修了･進級のときを迎えま

した。学校生活における節目となるときです。 

竹は、雪の重みにも強い風雨にも耐え、他の木々

にはない、たくさんの節目をもって空に向かって真

っ直ぐに成長します。わずかな風を竹全体で受け止

めるしなやかさとともに、何百キロにも及ぶ力を反

り返って跳ね返す力強さをもっています。 

そのたくましさの秘密は、軽さと強さをあわせも

つ規則正しい間隔の節にあります。そのような力を

もつ竹は、種から発芽するまでに４年以上もかか

り、その間に地下で１年間に7～8mもの根を張って

地上の竹を支える準備をすると言われています。 

やがて芽を出した竹は、節目ごとに成長点をもつ

ことで１日に80～100cm成長し、２か月弱で20mにも

なります。目に見える成長の姿とともに、目には見

えない成長を支える力の在り方は、私たち人間の生

き方に大きなヒントを与えてくれます。 

節をつくり、外からの力をしなやかに、力強く受

け止め成長する姿は、子どもたちが目標に向かって

頑張ろうと辛抱強く取り組む姿そのものです。 

真っ直ぐな心をもって、たくましく育ってほしい

と願うのは、保護者の皆様や教師だけでなく、誰も

が望む子どもの姿です。それぞれの成長の節目にお

いて、目標をもって進み、振り返ることが大切で

す。その積み重ねが、しなやかさと力強さの基とな

る節を築き、これからの人生における知恵や力の源

となるものと信じます。 

４月の行事予定  
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策のために、予定が変
更になることがありますので、ご了承ください。 

※都合により、PTA 委員会でお知らせした予定と変更になっ
ていますので、ご確認ください。 

日 曜 行事予定 

6 月 着任式 第１学期始業式 入学式準備 

7 火 令和２年度入学式 

8 水 地区児童会 ＰＴＡ企画委員会   

9 木 身体測定 ＰＴＡ委員会①    

10 金 教職員定時退勤日  

13 月 
全校朝会１年生を迎える会 
給食開始 委員会活動    

14 火 代表委員会  

15 水 
心臓検診（１年）安全の日 
家庭訪問①(仙正･北村･佐野) 

16 木 家庭訪問②(段之上･市野保･馬立･下野田) 

17 金 
家庭訪問③(船渡･觜崎･中野庄) 
教職員定時退勤日 

23 木 
参観日 PTA 総会 学級懇談会 移動図書館
尿検査  

24 金 尿検査（予備日）教職員定時退勤日 

27 月 全校朝会 集金袋配付      

30 木 耳鼻科検診 委員会活動  

 
 
 

□「家族へ思いを届けようプロジェクト 2019」 

奨励賞 ５年 德山 ゆず 

□揖龍小学校児童詩文集『風の子』掲載 

 詩 作 文 

１年 松脇 慶次郎 西山 奏佑 

２年 ―――― 五島 秀麻 

３年 原田 奏士 木村 心 

４年 ―――― 土井 瑞稀 

５年 長谷川 綺音 德山 ゆず 

６年 渋谷 奈々葉 𠮷田 陸斗 

□第２回たつので生まれた童謡歌唱コンクール 

合唱部門 優良賞 たつの市少年少女合唱団 

６年 坂元 絢美 ５年 表口 礼 

□令和元年度第 41 回たつの市新宮短歌俳句祭 

 ■短歌 学生の部 特選 ６年 小田 翔太郎 

                入選 ６年 三坂 真嗣 

 ■俳句 学生の部入選 ６年 横田 彩羽 

□ひょうご 2019 こどもの詩と絵 

詩の部 入選 ２年 小林 仁 
絵の部 入選 １年 家納 隼斗 

入選 ３年 平山 星輝 

栄 光 
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◇学校評価に関する 

教育活動アンケートの結果より◇ 
今年の１月に保護者の皆様に、本校の教育活動に

関するアンケートをお願いしました。多くの保護者

の皆様に協力していただきました。心より感謝申し

上げます。ご協力いただいた「教育活動アンケート」

の結果を項目ごとに分析し、２月 21 日(金)に、その

結果を学校評議員の皆様に報告し、客観的な立場か

らご意見や評価をいただきました。 

  この度、これら一連の評価内容をまとめましたの

で、以下のとおりお知らせします。これらの結果に

ついては、今後の学校運営・教育活動の質の向上と

改善に生かしていきます。今後ともご支援を賜りま

すようお願い申し上げます。 

  

１ 開かれた学校づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 信頼される学校づくり 

 

 

３ 学習環境づくり 

 

設問① 学校は、教育方針や教育活動の様子を分か
りやすく伝えている。 

設問② 学校は、保護者や地域の人が子どもたちの
様子を知る機会を設けている。 

■設問① 

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と肯定的な回答

は 96％と、高い評価をいただいています。今後も、ＰＴＡ

総会・PTA委員会・学年懇談会での説明、学校だより、学年

通信の発行を通して、教育方針や教育活動の様子を分かり

やすく伝える取組をさらに充実させていきます。 

■設問② 

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と肯定的な回答

は 97％と、高い評価をいただいています。さらに多くの地

域の方々に参加していただけるよう、オープンスクールの

充実に努めていきます。 

今後も、学校の様子を知っていただく機会を積極的に設け、

周知していくなど工夫していきます。 

設問③ 学校は、保護者からの問い合わせや訪問に
対して、ていねいに対応している。 

設問④ 学校は、保護者や地域の声を教育活動に生
かそうと努めている。 

設問⑤ 学校は、校舎内外をきれいし、落ち着いた
学習環境の整備に努めている。 

■設問⑤ 

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と肯定的な回答

は 94％と、高い評価をいただいています。今後も、校内の

掲示や教室環境には、季節に合った内容や児童の学習の足

跡が見えるような作品を工夫して掲示し、落ち着いた環境

づくりを目指していきます。 

■設問③ 

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と肯定的な回答

は 98％と、高い評価をいただいています。引き続き、保護

者や地域の方、来校者に対して誠実かつ丁寧に対応するよ

う、全職員が共通理解した上で取り組み、信頼される学校

づくりに努めていきます。その一環として、接遇研修を年

度当初に実施します。 

■設問④ 

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と肯定的な回答

は 92％と、高い評価をいただいています。アンケートの回

収率は昨年度 96％、今年度は 75％と、20％以上下がってい

ます。保護者や地域の声を寄せていただけるよう開かれた

学校づくりに努めていきます。また、お寄せいただいた声

を教育活動に生かす取組を一層充実させていきます。 
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４ 学力の向上 

５ 道徳教育や人権教育の充実 

 

 

６ 生徒指導 

 

 

 

 

 

 

■設問⑥ 

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と肯定的な回答

は 98％と、高い評価をいただいています。今年度、学習の

基礎・基本の徹底を図るために、「つまずきポイント事例

集」を活用した授業研究を推進し、つまずきに対する手立

てや系統的な学習方法を研修しました。来年度からの新学

習指導要領の全面実施に向けて、様々な体験活動を教育的

視点で見直し、学習の基礎・基本の充実に努めています。 

■設問⑦ 

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と肯定的な回答

は 97％と、高い評価をいただいています。日々の授業改善

を図るとともに、「家庭学習の手引き」の改訂を行い、家庭

との連携を図りながら、学習習慣の定着に努めていきま

す。 

設問⑧ 学校は、生命を大切にする心や社会のルー
ルを守る態度を育てることに努めている。 

設問⑨ 学校は、子ども一人一人を大切にし、いじ
めのない仲間づくりに努めている。 

設問⑩ 子どもは、家族や友だち、地域の人々に進
んであいさつをしている。 

設問⑪ 子どもは、楽しく登校している。 
設問⑫ 学校は、子どもや保護者との連絡や相談に

適切に対応している。 

設問⑥ 学校は、子どもたちに基礎的な学力が身に
つくように努めている。 

設問⑦ 学校は、子どもたちに学習の習慣を身につ
けさせるとともに、学習意欲を高めようと
している。 

■設問⑩ 

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と肯定的な回答

は 87％です。しかし、「そう思わない」と否定的な回答

が、昨年度よりも上がり 10％となっています。「越部っ子

憲章」を基盤にあいさつの指導を重点的・集中的・継続的

に行っていくとともに、家庭・地域と協力して取り組んで

いきたいと考えています。 

 

 

 

 

■設問⑪ 

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と肯定的な回答

は 97％と高い評価をいただいています。引き続き、常に危

機感をもって全教職員が児童の様子をよく観察したり、こ

まめな声かけをしたりして、共感的な理解に努めます。 

■設問⑫ 

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と肯定的な回答

は昨年度と同様に 99％と、非常に高い評価をいただいてい

ます。今後も、保護者から相談を受けた場合、全教職員で

話し合って共通理解を図り、早期解決ができるよう努力

し、適切で丁寧な対応を心がけるとともに、教育相談のよ

り一層の充実を図っていきます。 

■設問⑧ 

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と肯定的な回答

は 97％と、高い評価をいただいています。「生命の尊厳と

人権尊重の精神を基盤とし、思いやりの心をもった児童の

育成」は、本校の最重要課題です。来年度も引き続き、「越

部っ子憲章」を基盤に据えた児童の育成に取り組み、道徳

教育・人権教育等のさらなる充実を図っていきたいと考え

ています。 

■設問⑨ 

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と肯定的な回

答は 92％と、高い評価をいただいています。学校では、

「いじめは、どの子どもにも、どの学校においても起こり

得る」ものであるという緊張感をもって、毎学期生活アン

ケートを実施して児童の様子を把握したり、教職員の中で

定期及び不定期の情報交換会を行ったり、いじめ対応チー

ムを組織したりして、いじめの早期発見・早期解決に努め

てきました。今後も、引き続き多くの児童が安心して楽し

く学校生活を送ることができるよう取組を進めていきま

す。また、保護者との連携をより密にして、相談しやすい

雰囲気づくりにも努めていきます。 

二  越部っ子は、進んであいさつ 

ナンバーワン！ 

    地域に笑顔の花を咲かせます。 
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７ 健康教育･安全教育 

８ 郷土愛･地域との連携 

 

 

 

 

 

９ 来年度の学校運営に反映する具体的な取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 学校評議員の皆様からのご意見 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

設問⑬ 学校は、子どもが安全で健やかな生活を送
れるよう努めている。 

設問⑭ 学校は、地域に対する誇りや愛着を育てる
よう努めている。 

設問⑮ 学校は、地域の関係団体･施設や地域の方々
との連携･交流を積極的に進めている。 

 
 

・いじめや不登校など、いろいろな問題を抱えてい

るが、教師間だけでなく家庭とも連絡を密にし

て、丁寧に対応ができている。 

・教師の自己評価が厳しくなっている。もっと、評

価が高くても、いいのではないか。 

・諸問題の解決に向けて情報を収集するために、ア

ンテナを高くして、多くの視点から問題を見つ

め、分析することが大切である。 

・昨年度に比べ、保護者の回答率が下がっているの

で、アンケートだけでなく、他の場面でも意見が

聞けるようにする。 

 

＜令和２年度学校評議員＞ 

緒方 光男(越部地区連合自治会長) 
小林 俊秋(青少年健全育成協議会長) 
糸数 茂美(主任児童委員) 
菅野   豊(元小学校長) 
坂元 真吾(越部小学校 PTA 会長) 
岸本 知佐(越部小学校 PTA 副会長) 
                  ＊敬称略 

・教科学習の基礎基本の徹底。 

・2020 年新学習指導要領完全実施にともなう教育活

動の充実（「主体的・対話的で深い学び」をテーマ

にした授業実践） 

・道徳科授業の質的転換を図り、「考え議論する道徳」

を追求する授業実践 

・グローバル化に対応した外国語科・外国語活動の研

究推進 

・地域と連携した人権教育の継続・発展及びいじめの

ない仲間づくりの取組の積極的な発信。 

・「越部っ子憲章」を全ての教育活動の基盤に据えた

教育活動の充実。 

・表現力（自分の思いや考えを伝え合い、高め合う）

の育成の発展的継続。 

■設問⑬ 

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と肯定的な回答

は 99％と、非常に高い評価をいただいています。今年度

は、火災に対する避難訓練後に、消防署と連携して、消火

訓練を行いました。そして、1.17 には地震に対する訓練を

行い、児童の防災意識や危険回避能力の向上を図りまし

た。また、養護教諭が中心となって、学級担任や学校歯科

医などの医療関係者と連携しながら、歯のみがき方やむし

歯や歯肉の病気の予防、食生活のあり方など口腔内の健康

づくりについて、保健学習や保健指導に取り組んでいま

す。その結果、本年度、兵庫県学校歯科保健優良校に選出

されました。 

■設問⑭ 

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と肯定的な回答

は 98％と、高い評価をいただいています。校区探検での地

域の方々との交流、百人一首教室や校内百人一首大会など

の取組が地域に対する誇りや愛着へとつながっていると考

えられます。今後もふるさと越部を大切にする心を育てる

教育活動を工夫し、さらに継続・充実させて取り組んでい

きます。 

■設問⑮ 

「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と肯定的な回答

は 93％と、高い評価をいただいています。龍野北高校生と

の教育活動を通しての交流、地域にある愛ランドや福祉施

設むれさきなど地域の方々との交流、校内百人一首大会な

どの行事において、関係団体や地域の方々との連携をこれ

からも積極的に進めるとともに、行事にさらなる工夫を加

えながら、より一層の充実を図っていきます。 


