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校 長  阿部 順延 

 

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。３学期

の始業式で子どもたちに次の話をしました。  

 

分田小学校との統合、新しい堀越小学校のスタートに向

けて、３学期は堀越小学校にとって「新生堀越小０学期」

となります。５２日という短い期間ですが、今年度のまと

めを行い、来年度に向けての準備をする大切な学期です。  

私たち教職員も、３か月後の堀越小学校の姿を思い描き

ながら、今年度の総括と来年度の準備を進めていきます。

本年も、どうぞよろしくお願いいたします。       「雪の堀越山で遊ぶ子どもたち」 

明けましておめでとうございます。皆さんの元気な顔を見ることがで

きて嬉しいです。校長先生からの冬休みの宿題「命をおとさない」をみ

んなが守ってくれましたね。全員がはなまるです。 

さて、２０２３年令和５年の干支は卯（うさぎ）です。卯年は昔から、

卯は穏やかで温厚な性質であることから「家内安全」を、 また、その

飛び跳ねる姿から「飛躍」、「向上」を象徴するものとして親しまれてきました。新しいこ

とに挑戦するのに最適な年と言われています。みなさんも新しいことにぜひ挑戦する１

年にしてください。 

 さあ、今日から３学期が始まります。３学期は「□年生０学期」（しかくねんせい れ

いがっき）です。□に４月からの自分の学年を入れてみましょう。 

この３学期は次の学年の準備をしっかりと行う学期です。３か月後、６年生は堀越小

学校を卒業し、中学１年生になっています。自分はどんな中学生になりたいですか。その

ために、この３か月どのような準備をしなければならないでしょうか。 

１年生から５年生は学年が１つずつ上がります。５年生は３か月後には６年生になっ

ています。分田小学校と統合して新しい堀越小学校の最高学年です。最高学年として、ど

のような学校のリーダーを目指しますか。そのために、この３か月何をがんばりますか。 

１年生は、３か月後には２年生です。みなさんの後輩が入学してきます。新しい１年生

に何をしてあげますか。何を教えられそうですか。そのために、３学期がんばることは何

ですか。 

 ２年生、３年生、４年生も、一人一人、次の学年に上がった自分をイメージし、具体的

な目標を決めて、しっかり取り組んでください。「次の学年になってからがんばる」では

間に合いません。今日から、今から準備を始めてください。そのために、学習や生活のめ

あてをしっかりと立てて、毎日少しずつ努力するようにしましょう。「継続は力なり」で

す。卯（うさぎ）のように一人一人が飛躍、向上する１年にしましょう。 



２学期学校評価結果を受けた取組について

２学期末(１２月)に実施した児童アンケートと保護者アンケートの結果、今後の取組についてお知らせし

ます。これからもよりよい堀越小学校にするために、全職員で取り組んで参ります。皆様のご理解とご協力

をよろしくお願いします。

【保護者アンケート・児童アンケートの数値から】
※表中の数値は、肯定評価(そう思う､まあそう思う)の割合(％)です。

◎ 学習について
（児童アンケート）

評 価 項 目 肯定的評価
１ 授業の中で、自分の考えを書いたり伝えたりすることができましたか。 ８８．１

２ 国語の学習は、よく分かりますか。 ９２．７

３ 算数の学習は、よく分かりますか。 ９０．３

４ 家庭学習は、毎日（１０×学年の数字）分進んでやっていますか。 ８８．７

５ 読書は、目標の冊数に向かって努力しましたか。 ８１．５

（保護者アンケート）
評 価 項 目 肯定的評価

１ お子さんは、学校で楽しく学習している。 ９４．９

２ お子さんは、（１０×学年の数字)分の家庭学習に進んで取り組んでいる。 ７９．０

３ お子さんは、家庭で休日読書に取り組んでいる。 ６４．７

４ お子さんは、前の日に持ち物の準備をしている。 ６５．５

国語･算数の授業が分かると答えた児童が９０％を超えました。堀越小学校では、水原中学校区で重点指

導事項である「姿勢・話し方・聞き方」について日々の授業に取り入れ指導しています。その成果が現れた

ものと考え、これからも継続的に実践していきたいと考えています。

◎ 生活について
（児童アンケート）

評 価 項 目 肯定的評価

１ 学校生活は楽しいですか。 ８７．９

２ 自分の良いところを見つけましたか。 ８９．５

３ 友だちの良いところを見つけることができましたか。 ９１．９

（保護者アンケート）
評 価 項 目 肯定的評価

１ お子さんは、優しい言葉遣いや場に応じた言葉遣いをしている。 ８９．８

２ お子さんは、「ほりこしのきまり」などのきまりを守って生活している。 ９５．０

３ お子さんは思いやりの気持ちをもち、誰とでも仲良くしている。 ９４．１

「いじめは、どの子どもにも、どの学校でも、起こりうる」、「早期発見、深刻化させない、迅速かつ子

どもに寄り添い適切に対応する」という考えのもと、家庭と連携を密にして取り組んだ結果、「学校が楽し

い」という肯定的評価が約９０％という数字に表れました。

◎ 健康について
（児童アンケート）

評 価 項 目 肯定的評価

１ 体育の授業など、めあてをもってやれましたか。 ９３．５

２ 規則正しい生活習慣(早寝早起き)に気を付けましたか。 ８７．１

３ 毎日グーパー運動をしましたか。 ８４．７

４ お家の人と約束したメディアのルール(２時間以内)を守れましたか。 ８２．１

（保護者アンケート）
評 価 項 目 肯定的評価

１ お子さんは、ふだんから進んで体を動かして遊んでいる。 ７８．３

２ お子さんは、毎日バランスの良い(赤、黄、緑の食品を含んだ)朝食を食べてから登校している。 ８０．０

３ お子さんは、早寝早起きをし、睡眠時間を十分とっている。 ８４．２

（１～３年生９～１０時間、４～６年生８～９時間）

４ お子さんは、１日のメディア使用２時間以内を守っている。 ５５．８

春に実施した体力テストの結果を検証し、ハンドグリップなどを用いて握力向上に取り組みました。

１２月に再測定したところ、全体として数値が伸びていました。体育の鉄棒運動の様子を見ると、子どもた
ちはしっかりと鉄棒を握って自分の体を支え、いろいろな技に取り組む様子が見られました。



◎ 学校・家庭・地域の連携について
（保護者アンケート）

評 価 項 目 肯定的評価

１ 学校は、学校の経営方針や学校の様子について、便り等を通して伝えている。 ９７．５

２ 学校は、お子さんのことについて適切に相談に応じている。 ９７．５

３ 学校は、保護者(ＰＴＡなど)や地域と連携をして教育活動を行っている。 ９９．２
皆様のご意見を真摯に受け止め、学校・保護者・地域が今後とも更に連携を深め、指導に当たることがで

きるようにしたいと考えております。

【保護者アンケートの記述から】

お忙しい中、多くのご意見をいただき、ありがとうございました。皆様からのご意見を今後の教育活動に
生かしていきます。これからも、お気付きのことがありましたらいつでも学校にお知らせください。
保護者アンケートの「学校の教育活動への意見」に記載していただいた中から、全体に関わる内容につい

てまとめました。個別のご意見については、１２月中に該当する保護者へ回答済みです。

ご 意 見 学校から

【あいさつ】
先日、家の前を通る子どもたちに「おはよう。」と声を ・児童の善い姿の報告、ありがとうござい

掛けると、高学年の子どもたちはもちろんですが、１年生 ます。低学年は、高学年の姿を見て真似を
の子どもたちが私の目を見てしっかり「おはようございま します。そして、高学年になったときに、
す。」と返してくれました。入学時の不安な表情から少し 低学年の模範となります。よい伝統が引き
たくましくなったように感じました。朝からうれしい気持 継がれています。児童の善行は、温かい気
ちになりました。 持ちにさせてくれます。

【感染症対策】
先生方には、いつも丁寧に対応していただいて感謝して ・感染対策で教育活動が制限される中、児

います。コロナが始まってから、様々な活動に制限がある 童が充実した学校生活が送れるように、今
中で、子どもたちが楽しめるよう、今までどおりとはいか 後も実施可能な教育活動を推進していきま
ない中で、努力してくださっていると感じます。できる範 す。
囲で活動してもらえればよいと思います。ありがとうござ
います。

いつも懸命に見ていただいているのが伝わってきます。 ・感染拡大が心配される状況でも、児童は
ありがとうございます。 その状況に応じて、オンライン学習等に対
休校になった時もリモート授業に子どもも慣れてきたよ 応していました。保護者の皆様のご協力に

うで安心しました。今後もコロナと付き合いながら行事な 感謝します。
ど楽しめたらいいなと思います。（久々の作品展・学習発
表会もとても良かったです。）

【教育相談】
子どもたちの日々の変化や心情を理解し、親が気付けな ・保護者の皆様との連携が、よりよい教育

いことまで気付いてくれたり、とても助かってます。子ど につながります。児童の健やかな成長のた
もの状態が悪い時だけでなく、良い時もいろいろ教えてく めに、今後もご協力をお願いします。
ださるので安心していられます。ありがとうございます。
引き続きよろしくお願いします。

いつも子どもをやる気にさせてくれる声掛けや不安な時 ・児童が安心して学校生活が送れるよう、
も温かく寄り添っていただき、ありがとうございます。 児童に寄り添った対応を継続していきま

す。

困りごとに対して迅速に対応していただけて、とても助 ・誰しも困りごとや悩みごとはあります。
かってます。 その解決する過程を通して、児童は成長し

ていきます。相談したいことがありました
ら、いつでもご連絡ください。

【学校行事】
マラソン大会（持久走記録会）をコロナ禍以前のように ・児童の体力向上を目的とし、よりよい持

校外のコース走る形式にしてほしいです。 久走記録会になるよう検討していきます。

【現金持参】
出品料等の代金を子どもに持っていけるよう対応しても ・児童がお金の大切さを知り、確実に提出

らい、大変助かりました。連絡帳への記入と登校後すぐに していただいています。今後も連絡帳等へ
先生に渡すようにしますので、引き続きお願いします。 の記入と声掛けのご協力をお願いします。

【ＰＴＡ行事】
コロナウイルス流行のため、学年行事が中止になって残 ・感染対策により、予定していたＰＴＡ学

念でした。延期や他の内容に替えて行えたのではないでし 年行事ができないことがありました。期日
ょうか。 や内容を変更するなど、代案を検討するこ

とを今後の課題とします。



がんばった２学期、
これからもがんばる３学期

１２月２３日（金）に２学期終業式を行いました。各学年の
代表児童が２学期にがんばったことや冬休みに楽しみにしてい
ることなどを堂々と発表しました。また、各種コンクールに入
賞した子どもたちへの賞状伝達も行いました。
そして、新年を迎えた１月１０日（火）の３学期始業式では、

各学年の代表児童が新年の抱負や３学期にがんばることなど、
新たな気持ちで決意を述べていました。

新年への思いを込めた「校内書き初め会」
１月１１日（水）に、校内書き初め会を行いました。１・２年生は硬筆、３～６年生は毛筆

で、真白い紙に思いを込めて、冬休みの練習の成果を発揮していました。子どもたちの真剣な
表情は、新年への期待と意欲が伝わってきました。

お知らせ ２月の主な予定

子どもたちの絵画作品が展示されます ２日(木) 読み聞かせ（３・４年）
全国児童画コンクールに出品した子どもた 諸経費振替日（前日までに口座残高の確認をお願いします。）

ちの作品が展示されます。お近くに寄られた ３日(金) 全校朝会 縄跳び記録会
際は、ぜひご覧いただきたいと思います。 委員会活動（最終）
期 間 ２月13日（月）～19日（日） ６日(月) 元気アップ週間（～10日）
場 所 ウオロク水原店（市野山） ８日(水) スキー教室（５・６年）

９日(木) 読み聞かせ（５・６年）

内履き用運動靴が ４月から値上がりします 堀越小新入生保護者説明会、新入生招待会
児童が使用している内履き用運動靴が、４ 水原中新入生体験授業（６年）、保護者説明会

月１日から200円値上がりして2,400円となり 11日(土) 祝日 建国記念の日
ます。今後、購入される 15日(水) 分田小交流活動（５年）
方は、早めの購入をお勧 16日(木) 読み聞かせ（１・２年）
めします。値上がりに関 17日(金) １／２成人式（４年） ＰＴＡ４学年行事「親子でダンス教室」
して、保護者の皆様のご 22日(水) ６年生を送る会
理解とご協力をお願いし 23日(木) 祝日 天皇誕生日
ます。

絵画コンクール入賞児童 トキめき体力つくり認定証代表児童

２学期終業式の発表代表児童

３学期始業式の発表代表児童
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