
ありがとう の季節を迎えて

寒さと暖かさを交互に繰り返し、一日一日春の訪れを感じる頃となってきました。

タイトルに「ありがとうの季節」と書きました。年度末のこの時期は、卒業や進級を控え、たくさん

の「ありがとう」が交差します。２月に入り、３～５年生が中心となって「6年生を送る会」を企画し、

準備を進める中で、校内にも感謝のムードが盛り上がってきました。

そして、先日、下級生から６年生への、そして６年生から下級生への

感謝の言葉と気持ちであふれた、「6年生を送る会」が行われました。

劇あり、歌あり、クイズあり…。６年生は最後に、しんみりと合奏も

聴かせてくれました。楽しく和やかな場面や心にジーンとしみる場面

など、とても感動的な会となりました。

さて、いよいよ今月1５日(月)は、卒業証書授与式が行われます。４名の卒業生が６年間過ごした校舎

を巣立っていきます。卒業生にとって、これから始まる新しいステージへの幕開けとなる、人生の大事

な節目と言えます。その新しい門出を心から祝い、幸多き前途を祈りたいと思います。

３月１１日（木）卒業式予行

１５日（月）卒業式

２４日（水）修了式・離任式

２５日～４／７ 学年末･始休業

４月 ８日（木）新任式・始業式・入学式

２１日（水）交通安全教室・見守り隊紹介式

２３日（金）PTA総会・参観日・学級懇談

２７日（火）１年生よろしく集会

行 事 予 定
学校だより「こしのっ子」は、今回が今年度の最終号と

なります。コロナ禍の中で、学校の活動も何かと制約を受

けた年でしたが、保護者の皆様、地域の皆様には、１年間

本校の様々な活動へのご支援・ご協力、ありがとうござい

ました。どうぞ今後とも本校の教育活動を温かく見守って

いただきますようお願いいたします。また、地域の文化や

自然を利用した豊かな体験がますます充実していきます

よう、これからもよろしくお願いします。

各学年の出し物に、みんな一緒になって楽しんでいた様子で、見て

いる私たちもほっこりした気持ちになりました。少人数だからこそ、

１年生から６年生みんなが仲が良いのが伝わります。６年生にとって

は最後だったので、今までの行事も懐かしく感じ、みんなの成長にと

ても感動しました。（６年生 保護者より）
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　　令和２年度 学校評価について　　　　 　

具体的取組 ＮＯ 評価対象  評価項目 今年度
本　校

Ｒ１
本　校

Ｒ１
福井市 成果●と課題▲・対応

1 児童 授業で、いろんなことを学ぶのは、楽しい。                          95.8 100

2 児童 授業に主体的に取り組んでいる。 87.5 100 87.6

児童 授業の内容は、よく分かる。 91.7 100 92.6

保護者 我が子は、基礎基本の学習内容をしっかり身につけている。 73.7 83.4

4 児童 先生は、授業内容を一生けん命教えてくれる。                        95.8 96.6 96.9

5 児童 友達の意見を取り入れ、自分の考えを広げることができる 87.5 100

6 児童 グループの活動や話し合いは、積極的に取り組んでいる。              95.8 100

児童 宿題は忘れずにしている 87.5 100

児童 宿題以外に予習や復習など自分で考えた学習を家でしている。 58.3 62.0

保護者 我が子は、家庭学習に意欲をもって取り組んでいる。 73.7 62.5

8 保護者 我が子は、自分なりに考えを持ち、それを自分の行動に生かそうとしている。 73.7 70.8

児童 一日３０分間は、本を読んでいる。（朝読書をふくむ。）                 62.5 93.1

保護者 我が子は、読書をする習慣が身についている。 26.3 29.2

10 児童 先生は、自分の良い点やがんばったことをほめてくれる。               95.8 96.6

11 児童 先生は、よくないことをした時にはちゃんとしかってくれる。           100 96.6

児童 学校生活が充実していて、学校へ通うのが楽しい。                      83.3 100 88.9

保護者 我が子は、学校生活を楽しんでおり、友人関係も良好である。 100 91.7 92.1

13 児童 いろんなことを相談できる友達がいる。                               87.5 96.6

14 児童 委員会活動やしおかぜグループの活動を、がんばって取り組んでいる。    100 100.0

保護者 我が子は、あいさつや正しい言葉づかいのマナーを心がけている。 78.9 79.2

保護者 我が子は、思いやりの心をもち、他者に優しくしようと心がけている。 94.7 87.5

児童 いじめを見たら、まわりの大人に知らせたり、とめたりすることができる。 91.7 93.1 81.1

児童 地域の人にあいさつをしている。                         95.8 100.0

保護者 本校の児童は、地域でのあいさつをがんばっている。 73.1 79.2

17 児童 道徳の時間には、考えを深めることができている。                    87.5 100 88.7

18 児童 苦手なことやできないことにチャレンジしている。 91.7 96.6

児童 将来の夢やめざす目標をもっている。                                79.2 93.1 87.6

保護者 我が子は、つきたい職業など、将来の夢や目標をもっている。 52.6 54.2

20 保護者 学校は、子どもたち一人ひとりを大切にし、温かく指導している。 100 100 87.2

21 児童 越廼のことを調べたり、地域活動したりする時間は、楽しい。         87.5 90.0

児童 地域の行事や活動に参加している。 75 93.1

保護者 本校の児童は、地域の行事（公民館の行事など）に参加している。 89.5 91.7

23 保護者 学校は、地域やＰＴＡを大切に考え、取り組んでいる。 100 95.8

24 保護者 我が子と相談して、ＳＮＳやゲームについて家庭のルールを決めている。（１日60分以内など） 78.9 79.1

児童 学校であったことを家の人によく話している。                         91.7 96.6

保護者 我が子は、学校であったことを話してくれる。 89.5 79.2

26 保護者
学校は、「ＰＴＡ総会」「懇談会」「学校だより・学年だより」「授業参観」
等を通して、保護者に教育方針や教育内容を適切に伝えている。

100 100 93.2

27 保護者 子どもに関することで、学校に相談できる。 100 83.4 81.1

28 保護者 学校は、電話をかけた時や学校を訪れた時など、適切に応対している。 100 100

29 保護者 学校は、火事や地震などの災害や交通安全など安全面について適切に指導している。 94.7 91.7 89.1
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※各項目の数字は、「よくあてはまる」と「ややあてはまる」の合計を百分率で示しています。
　　　“Ｒ１本校”は、昨年度の本校の結果です。　また、“Ｒ１福井市”は、市内全小学校で共通項目としている１２の項目の市全体の昨年度の結果です。

重点目標

確
か
な
学
力

○自ら学び、
ともに高め合
う授業づくり

○複式授業に
対応できる自
学力・自習力
の育成

○表現する場
の充実

・少人数の特性を生かして個に応
じた支援を行い、「わかる・でき
る・楽しい」授業づくりを推進
し、基礎学力の定着を図る。

・「越廼小学習ガイド」を活用し
て、学習の仕方や学習習慣の定着
を図り、自学・自習の力を育て
る。

・全校の場で全員一発表をめざ
す。

●研究主題に沿って、少人数・個に応じた指導を行った。研究授業では
主体的・対話的な学びにつながる「学習ガイド」を用いた間接指導のあ
り方に焦点を当て研究会を行った。
　作成した単元毎の学習ガイドを活用しながら学習リーダーの育成を進
めた結果、自分たちで意欲的に学習を進めることができるようになって
きた。
●自主学習のノートコンテストを授業公開日に設定している。児童に
とって他学年の学習内容を参考にすることができ、保護者への自主学習
を啓蒙する良い機会ともなっている。

▲「宿題を忘れずにしている」と答えている児童は多いが、意欲をもっ
て取り組んだり、宿題以外の自主的な学習への取組みはまだまだ不十分
である。自主学習のテーマ例や学級の児童の良い例などを示しながら、
自分の課題を知り主体的に取り組むことができる指導が必要である。
▲「1日30分読書」や、家庭での「読書する習慣」が身についていないと
答える児童や保護者が多く見られる。今年度は、校内で、お気に入りの
本の書評を発表し合う「ビブリオバトル」を初めて開催した。今後も児
童同士で本を紹介し合う機会を継続したり、教職員自ら読書を楽しむ姿
を見せたりするなど、より児童が読書に興味を持ち主体的に読書を楽し
むような手立てをとっていきたい。

3

7

・朝読書の推進による読書の習慣
化を図る。 9

豊
か
な
人
間
性

○継続実践に
よる非認知能
力の向上

○生命や人権
を尊重し、認
め・助け・協
力し合う仲間
づくり

・１年間継続して行っていく個人
目標を決め、実行する。

・「越廼っ子」日記により、物事
を捉える視点や考え方を鍛え、自
分の考えを確かにしていく。

・言葉で伝えあえる集団づくりを
図る。

・毎日安心して登校できるよう、
教育活動全体を通して生命尊重や
相手を思いやる態度を養い、いじ
め０の学校づくりを行う。

●毎日「越廼っ子」に取り組むことで書くことへの抵抗が少なくなっ
た。今後は放送で良い例を示すとともに、様々なテーマを与えること
で、発想に広がりを持たせ、さらに読む相手を意識した文章が書けるよ
う指導していきたい。
●「続ける努力　輝く未来」と題し、一年間継続した目標に取り組ませ
ている。毎月振り返りを行い、達成できた場合には、朝礼で表彰し賞賛
することで達成感を味わわせ、自分の課題に対して主体的に取り組む児
童の育成をめざしたい。
●毎月末に生活振り返り週間を設け、いじめアンケートと月目標の振り
返りをすることで、担任がいじめ等を早期に発見し対応できている。

▲今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から大きな声を出
さない指導をしてきた。大きな声を出さないことになれてしまったため
か、特に朝のあいさつの声まで小さくなった印象がある。小さくてもハ
キハキと気持ちの良いあいさつをすることを指導していきたい。
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●坂道ダッシュや海岸マラソンなど地形を生かした体育的行事を設定し、縦割り班毎に
声を掛け合ったり走った距離の合計で「琵琶湖一周」をめざすなど、取組みにも工夫を
加え、体力づくりへの興味・関心を高めた。

▲今年度はキャリア教育に関する取組みが十分ではなかったため、児童が夢や目標を具
体的に持てるよう、今後は、日々の取組みや行事を工夫しながら継続していきたい。

地
域
に
学
ぶ

○地域素材の
活用と地域の
方々との交流
活動の推進

○自らを守る
安全教育の推
進

・越廼の人・自然・歴史・文化と
の関わりを通し、ふるさとを愛す
る心を育て、地域と共に歩む学校
づくりをめざす。

・「越廼スマートルール」を活用
し、我が家のルールづくりを行
い、親子で順守する。

・日頃から家庭・地域との情報交
換を密接に行い、安心・安全な学
校づくりに取り組む。

●例年は、低学年は敬老会、中学年は水仙配布、高学年はすいせん交流
と、各学年の発達段階に応じためあてをもって交流してきた。しかし今
年度は、特に高学年のすいせん交流では、牧小学校児童を迎えることは
できなかったが、手紙やビデオレター作成など、できる範囲で工夫しな
がら取り組むことができた。
●学校保健委員会では、目の大切さについて、委員会の発表や眼科医の
講演をもとに自身の生活習慣を振り返り、「越廼っ子スマートルール」
の見直しや視力低下を防ぐための生活習慣について考えることができ
た。今後、親子で話し合い、ゲームなどの使用について、家庭のルール
の見直しにつなげていきたい。

▲見守り隊は、高齢化や体調不良、特に今年度は新型コロナウイルス感
染拡大防止を理由に活動を辞する方が多く人数が減少傾向にある。児童
の下校の安全確保のため見守り隊の新規登録を呼びかけるなど協力を求
めていきたい。
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健
や

か
な
心
と
体

○健康でたくまし
い心と体の育成
○将来の夢や目標
など、今後の生き
方を学ぶ教育活動
の推進

・本校特有の地形を生かした業間運動や園小で行
うマラソン大会、なわとび等を通して、体力向上
と絆を深める。
・発達段階に応じたキャリア教育を推進し、学校
行事や体験活動の他、教育講演会やようこそ先輩
等で、将来の夢や希望を持つ児童を育てる。
・気がかりな児童の情報を共有し早期に対応する
ことで、不登校を出さない。
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学校評価の結果がまとまりましたので、ご報告します。結果を踏まえて、次年度に向けた取組が一層充実したものとなるよう、検討を進めていきます。
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