校 報 『神部っ子だより』

平成 29 年２月 24 日
たつの市立神部小学校
発行：校長 寺村 雅守

※学校ホームページにも掲載しております。＜ http://kanbesyo.tatsuno.ed.jp/ ＞

あなたの良さは･･･『自己肯定感』
１月末にお願いいたしました「学校評価アンケ
ート」にご協力ありがとうございました。多くの
皆様方のご意見を参考にさせていただき、この神
部小学校の一層の充実・発展をめざして、随時、
検討改革して参ります。 <裏面に掲載>
同じく児童の「学校生活アンケート」と比較す
ると、課題が見えて参ります。
【保護者調査】項目②「お子様は、自分が大好
き」プラス評価 87.4%に対して、【児童調査】
の同じ項目では、37.0%でした。
また、類似した項目「自分にはよいところがあ
る」つまり、自己肯定感や自尊感情のことです。
同様の全国レベルの調査では、小学生なら８割程
度の児童が「自分にはよいところがある」と回答
していますが、神部小学校の子どもたちは、５割
程度しか「そう思う」と回答しておりません。 普
段の活発な様子や懸命に学習やスポーツに励む
姿からすると、意外な気もしますが、遠慮深い回
答なのか、それとも本当に自信を持つまでに至っ
ていないのかと、憂慮しております。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
そこで、自分や他者を大切にするためにも…。
「自己肯定感」「自尊感情」を持つための３つの
秘訣(要素)がこのように示されています。
① 「自己決定感」… じぶんで。

努力の足跡・・・「栄光を讃える」
たつの市流し雛大賞

＜3 年＞

大賞 児島凪咲、流し雛賞 三木琴心
民推協揖保川ブロック「私の心にひびいたあの一言」
優秀賞

4 年 下村涼羽 、6 年

② 「自己有能感」… やりきったぞ！
「やればできる」達成できたという感触を味わっ
ている。目標(ハードル)をほどよい高さに…。
③ 「他者受容感」… みんなと一緒に！
親・先生からの信頼や友人からのサポートの有
無。周りの大切な人から受容されている(愛され
ている)と感じられることが大切。

できる喜びを一つでも多く増やしたい･･･。

秋武紗綾

揖龍国語部会詩文集「風の子」掲載
１年 岸和奏 、２年 荻野杏彩
４年

船田勇志 、藤川日笑

童謡の里かるたとり大会

＜低学年の部＞

第３位

谷口慎治、荻野杏彩、谷彩菜結

第４位

藤本彩那、高田莉来、近藤優羽

「親に思いを届けようプロジェクト 2016」
＜2 年> 優秀賞

米津花音

、奨励賞 磯邊萌心

バレーボール
「西播磨文化会館 40 周年記念」…
「揖龍新人戦」

準優勝 神部 JVC

… 準優勝

「西播男子交流」 … 準優勝
「市スポ少大会 男子 4 年以下」…

揖保川 JVC
龍野 JVC
優勝 龍野 JVC

ソフトボール
「アサヒフラワーカップ」

…

第３位

神部 SC

「谷光杯・神部カップ」…

第３位

神部 SC

敢闘選手賞

岩崎孝祐

親・先生の指示待ちだけでなく、自らが選択し、
決める場が設けられている。

No12

陸上 たつの・太子小学生駅伝大会
＜女子＞総合７位
児島妃咲、相川千明、安田心音、八木琴実
前田光姫、朝田光稀、片芝若菜、武田千晴
＜区間賞＞

女子 2 区 3 位

相川千明

男子 ７区 3 位 曽谷秀磨、8 区２位 小野翔生
市凧あげ祭 大凧の部 市長賞 …龍野 JVC

平成２８年度

学校評価（保護者アンケート）

【A：思う

B：だいたい思う C：あまり思わない

評価項目

A

集計用紙

D：思わない

B

C

E：わからない】

D

E

1 お子様は 学校を楽しみにしている。

48.3% 42.6%

7.6% 1.1% 0.4%

2 お子様は 自分が大好きである。

34.0% 53.4%

9.2% 0.0% 3.4%

3 お子様は 基礎学力が身についている。

25.3% 53.6% 14.3% 4.5% 2.3%

4 お子様は 家庭学習の習慣が身についている。

23.2% 52.5% 17.1% 6.1% 1.1%

5 お子様は あいさつができる。

32.8% 51.5% 13.4% 2.3% 0.0%

6 お子様は 決まりを守って生活している。

36.7% 50.8% 10.2% 1.9% 0.4%

7 お子様は 早寝 早起き 朝ごはん という生活のリズムを守っている。 37.9% 44.8% 11.5% 4.2% 1.5%
8 学校は 必要な情報を 適切に 発信できている。

28.9% 59.0%

7.1% 0.8% 4.1%

9 学校は 学校生活を参観できる機会を適切に設けている。

47.5% 47.1%

3.4% 0.0% 1.9%

37.0% 49.8%

7.9% 1.1% 4.2%

10 学校は ていねいで 迅速な対応ができている。

ご協力ありがとうございました。よりよい学校をめざして、家庭・地域・学校が一体となるよう努力を重ねてまいります。

【 これからの主な行事予定 】

（抜粋）

３月１日(水)
２日(木)
６日(月)
７日(火)

・・・
・・・
・・・
・・・

学校評議員会
なかよしデー
ALT 来校
児童朝会・代表委員会

９日(木)
１０日(金)
１５日(水)
１６日(木)
１７日(金)

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

６年生を送る会
中学校卒業式
地区児童会・安全点検
予行演習(卒業式)
給食終了・幼稚園卒園式

２０日(月) ・・・ 祝日「春分の日」
２３日(木) ・・・ 卒業証書授与式
２４日(金) ・・・ H28 年度 修業式
２５日(土) ・・・ 毎月25日はノーゲーム・ノースマホデー
第一仏光こども園卒園式
４月４日(火) ・・・ 離任式(登校日)
６日(木)
７日(金)
１２日(水)
２８日(金)

・・・
・・・
・・・
・・・

H2９年度 始業式
H2９年度 入学式
給食開始
参観日・PTA 総会

※ Ｈ２９年度年間行事計画(案)を 3 月下旬にＨＰ掲載予定です。

