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本物から学ぶ 堀越小学校 

～ 地域とともに歩む学校 ～ 

校 長  阿部 順延 
 

２月のある日、校長室に４年生４名の子どもたちが訪ねてきました。 

 

用件を聞くと、総合的な学習の時間で栽培した椎茸をぜひ

食べてもらいたいとのことでした。御礼を伝えて、「何かおす

すめの食べ方はありますか？」と子どもたちに尋ねました。 

すると、子どもたちの目が輝き、「校長先生、バターしょう

ゆ焼きがおすすめです！」、「私は卵と椎茸のスープがおすす

めです！」、「椎茸は、おいしい出汁がでますよ。」など、一人

一人がおすすめのレシピを真剣に熱心に語ってくれました。 

さらに、一人の子どもは、「校長先生、僕はこんなに椎茸のこと学習したことはありま

せんでした。春からずっと自分で調べて･･･。皆川さんにも椎茸栽培についてたくさん教

えてもらい、とっても詳しくなりました。椎茸を収穫するまでにはたくさんの苦労があ

りました。･･･（略）」 

 

２月８日、ニノックススノーパークで５・６年生のスキー

教室を行いました。阿賀野市スキー連盟の皆様を指導者とし

て、好天の下、実施することができました。今回は、５・６

年生の７割の子どもたちが初心者でしたが、全員がリフトに

乗り、滑ることができました。実施後の５・６年生の振り返

りでは、「私は最初、スキーがうまくできるか不安でスキー教

室が嫌でした。でも、指導者の先生から滑り方やブレーキの

仕方、転び方を優しく教えてもらい、だんだん上手に滑ることができ、楽しくなりまし

た。また、スキーに行きたいです。･･･（略）」 

 

地域の本物（ひと・もの・こと）から学ぶことが、子どもたちの実感を伴う学びに繋

がっています。読み聞かせのぐるんぱ様、花壇苗植えの中島様、昔遊びの五十嵐様、野

菜作りの髙橋様、中島様、トウモロコシ栽培の瀬藤様、小見様、中島様、椎茸栽培の皆

川様、稲作体験の加藤様、樽囃子・水原甚句の生涯学習課 北見様、スキー教室の阿賀野

市スキー連盟様など、（一部紹介）本物から学ぶ機会がたくさんある堀越小学校は恵まれ

ています。いつも保護者、地域の皆様に支えられ、まさに地域とともに歩む学校です。 

今年度は、感染症による学級閉鎖や行事の変更、気象状況（台風や寒波）による臨時

休校など、様々な変更を余儀なくされる場面もありましたが、保護者、地域の皆様には

いつも温かいご理解・ご協力をいただき感謝申し上げます。ありがとうございました。

４月、いよいよ分田小と統合する新生堀越小学校をどうぞよろしくお願いいたします。 
 

※「令和５年度 堀越小学校 教育活動の改善」について、次ページをご覧ください。 



R5.3.15 

令和５年度 堀越小学校 教育活動の改善 

校 長 

 

 

１ 統合記念全校遠足を実施します 

・統合を記念し、分田地域を知る活動として、縦割り班全校遠足を実施します。 

  ・実施時期･･･１０月下旬  

  ・方面と内容･･･分田地区を知るウォークラリー（案） 

 

２ 感染症や気象状況による臨時休校や学年閉鎖に備え、時数確保の取組を推進します 

（１）給食回数を増やし、７月と１２月の学期末時数を確保します。 

  ・１学期、２学期終業式前日を給食最終日とします。（４限給食後下校） 

（２）夏休みを短縮し、２学期の開始を早めます。 

  ・令和５年２学期始業式を８月２８日（月）とします。 

（３）通知表は年間２回とします。 （９月、３月） 

  ・通知表を子どもに直接配付します。（９月１５日、３学期終業式） 

 

３ 全児童対象の個別懇談会を年２回実施します（７月、１２月）全児童対象 

・学校と家庭で情報交換を連携して行い、児童の指導に役立てます。 

 

４ 学校行事の精選を行います 

  ・年２回の学習発表会を１回とします。 

  ・12 月の人権週間にいじめ見逃しゼロ集会と学習参観（道徳）を同日に行います。 
 

 

10 月は文化祭（作品展）とし、11 月下旬に学習発表会を実施します。行事の集中をさけ、 

子どもの負担感を減らし、集中して取り組めるようにします。各月の学習成果は参観日等で掲 

示・発表します。なお、３学期は降雪による校地内駐車場確保が困難なため、全校同日による 

参観日は行いません。校内書き初め展の期間をフリー参観日として、分散型参観とします。 
 

     

５ 日課表を見直します（令和５年度日課表は右ページをご覧ください。） 

  ・午後の時程を統一し、子どもが落ち着いて学習・生活できるようにします。 

  ・教職員の教材研究や研修の時間を確保し、授業の充実や児童理解に努めます。 

 

６ 令和５年度より、ＣＲＴ到達度評価テストを実施します（阿賀野市共通） 

  ・１月下旬に実施し、年度中に習熟を確認し補充指導を行います。 

・例年４月に行っていたＮＲＴ標準学力テストは実施しません。 



月 火 水 木 金

清掃

（15分）

清掃

（15分）

移動(5分) 移動(5分)

学級朝会 8:30 ～ 8:40

１校時 8:40 ～ 9:25

２校時 9:30 ～ 10:15

２０分休み 10:15 ～ 10:35

３校時 10:35 ～ 11:20

４校時 11:25 ～ 12:10

給食準備 12:10 ～ 12:25
給食 12:25 ～ 12:45

後始末・歯みがき 12:45 ～ 12:55

昼休み 12:55 ～ 13:35

移動 13:35 ～ 13:40

５校時 13:40 ～ 14:25

６校時 14:30 ～ 15:15

白鳥タイム10分
学級終会10分

1～6年
14：25～14：45

６校時
14：30～15：15

６校時
14：30～15：15

６校時
14：30～15：15

白鳥タイム10分
学級終会10分

1～6年
14：25～14：45

白鳥タイム10分
学級終会10分

1～3年
14：25～14：45

4～6年
15：20～15：35

白鳥タイム10分
学級終会10分

1・2年
14：25～14：45

3～6年
15：15～15：35

白鳥タイム10分
学級終会10分

1年
14：25～14：45

2～6年
15：15～15：35

委員会･クラブ
14：50～15：35

全校14:45
　(14:55)

1～3年
14:45

(14:55)

4～6年
15:35

(15:45)

1・2年
14:45

(14:55)

3～6年
15:35

(15:45)

1年
14:45

(14:55)

2～6年
15:35

(15:45)

委員会の日
1～4年14:45

(14:55)
5･6年 15:35

(15:45)

クラブの日
1～3年14:45
 (14:55)

4～6年15:35
(15:45)

それ以外の日
全校14:45
(14:55)

　　　　令和５年度　堀越小学校　校時表　

時間

２０分間

給食準備
給　食

朝学習

（20分）

朝学習

(フッ化物洗口
を含む)

（20分）

朝学習

読み聞かせ

（20分）

朝活動 8:10 ～ 8:30

下校時刻

(下校バス)

後始末・歯みがき

４０分間

移動　(５分間)



感謝の気持ちを伝え、ありがとういっぱいの「６年生を送る会」
２月２２日（水）に「６年生を送る会」を行いました。６年生への感謝の気持ちを伝

えるため、５年生が中心となって運営し、心温まる素晴らしい会となりました。

４月の主な予定

６日(木) 新任式、１学期始業式

【日程】 ※８：１０までに登校 【持ち物】
８：１０～ ８：３０ 学級朝会 □ランドセル □春休み袋 □連絡袋
８：３５～ ９：２０ 新任式、１学期始業式 □筆箱 □引き出し
９：３０～１０：１５ 学級活動① □内履き □赤白帽

１０：２０～１１：０５ 学級活動②（入学式準備５・６年） □ハンカチ □ティッシュ
１１：３０ 下校（バス１１：４０） □名札 □雑巾２枚

７日(金) 全学年登校 17日(月) 聴力検査（４～６年）
入学式（１・５・６年参加） 18日(火) 全国学力・学習状況調査(6年)

10日(月) 下校指導①（１年11:30） 聴力検査（１～３年）
給食開始（２～６年） 19日(水) １年生を迎える会
給食後下校（２～６年13:30） 20日(木) 歯科検診

11日(火) 給食開始（１年） 21日(金) 学習参観
下校指導②（１年14:00） ＰＴＡ総会、学年懇談会
視力検査（４～６年） 24日(月) 諸経費振替日
５限後下校（２～６年14:45） 心臓検診（１年）

12日(水) 知能検査（２年・５年） 25日(火) 給食後下校（全学年）
視力検査（１～３年） ※市内職員研修のため
地域子ども会 集団下校14:00 26日(水) フッ化物洗口開始

13日(木) 通常授業開始 耳鼻科検診
発育測定（４～６年） 出前授業５年「米作り」

14日(金) 発育測定（１～３年） 27日(木) 内科検診・結核検診
眼科検診 28日(金) 給食後下校（全学年）
委員会活動（５・６年） 家庭位置確認①

４月の予定等をお知らせするため、学校だより３月号は、分田小学校の保護者の皆様
にもお届けいたします。

１年生「メダル渡し」 ２年生「ダンスのプレゼント」 ３年生「始めの言葉」

５年生「進行」「終わりの言葉」 ６年生「思い出の６年間」４年生「メッセージカード渡し」
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