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卒業、修了おめでとう
明日３月２３日(火)に６６名の卒業生が本校を巣立ち、４月には中学校へと進学していきます。翌２４日(水)

には、１年生から５年生までの児童がそれぞれの学年の教育課程を修了し、４月には１つ上の学年へと進級し
ていきます。全校児童４１１名が、それぞれ新しいステージへステップアップしていきます。

今年度は、「コロナ」に振り回された１年でした。ご家庭でも、それぞれご苦労があったことと存じます。
そういった中、子どもたちは本当によく頑張りました。この１年間の成長を褒め、来年度以降のさらなる飛
躍を期待し、｢卒業、修了おめでとう｣と心から称えたいと思います。

最後に、ご支援を賜りました保護者のみなさま、多くの地域のみなさま方に、厚く感謝を申し上げます。
みなさま方に見守られ、子どもたちは安心して学校に通い、学習に励むことができました。本当にありがと
うございました。来年度も、引き続きよろしくお願い致します。

国や県･市の方針、感染状況等に変化があった場合、変更になることがあります

６日(火) 着任式、始業式
７日(水) 入学式(10:00～) ※揖保川中入学式(13:30～)

PTA役員選挙開票(17:00～)
９日(金) 地区児童会、｢定時退勤日｣

１２日(月) 給食開始、委員会活動(４年生以下5校時まで)
１３日(火) 特別支援学級開級式、PTA委員会(19:00～)
１４日(水) 心臓検診(1年生･転入生)
１５日(木) 家庭訪問(希望されるご家庭)
１６日(金) 家庭訪問(希望されるご家庭)、｢定時退勤日｣
１９日(月) 家庭訪問(希望されるご家庭)
２０日(火) 代表委員会
２１日(水) PTA本部役員会･正副部長会引継会(19:00～)
２２日(木) 1･4年｢交通安全教室｣、眼科検診(2･3･5年)
２３日(金) クラブ活動、｢定時退勤日｣
２８日(水) 授業参観(3･4校時)
２９日(木) 昭和の日
３０日(金) 委員会活動、｢定時退勤日｣
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PTA総会は書面決議に、学級懇
談は中止にします。授業参観
は学級別に実施します。詳細
は年度当初にお知らせします。

～どんぐり広場から、いつも神部っ子を見つめているどんぐりのつぶやきです～
ひろ ば かん べ こ み

6年生が｢卒業プロジェクト」を計画して、卒業を前に、い
ねんせい そつぎよう けいかく そつぎよう まえ

ろいろと取り組んでくれたよ。学校をきれいに掃除してく
と く がつ こう そう じ

れたり、親･地域の方･先生･給 食 調理員･在校生のみな
おや ち いき かた せんせい きゆうしよくちよう り いん ざい こう せい

さんへメッセージ等を届けてくれたり、いろいろな方法で、
とう とど ほう ほう

感謝の思いを伝えてくれたよ。どんぐりは、とても嬉しいよ。
かんしや おも つた うれ

そうしたらね、自治会長さんや交通安全ボランティアの方
じ ち かいちよう こう つうあんぜん かた

々が、校長先生や教頭先生に、喜びや感謝の言葉を伝え
がた こうちようせんせい きよう とうせんせい よろこ かんしや こと ば つた

てくださったんだって。どんぐりは 涙 が出そうになったよ。
なみだ で

明日卒業 していく神部っ子たち。君たちのやさしい心
あ す そつぎよう かん べ こ きみ こころ

は忘れないよ。 中 学校でもがんばってね。
わす ちゆうがつ こう

(今年度最後の｢つぶやき｣でした。これまでありがとうございました。 どんぐり)

《3月８日（月）～1１日（木） 4年「福祉体験」》
《3①１８日（月）「点字教室」 ③1１日（木）「手話教室」
《3②１０日（水）「認知症キッズサポーター養成講座」
点字や手話といった普段あまり使用し

ない文字や言語に触れたり、認知症のこ
とを知ったりして、子どもたちの世界が
少し広がったように感じました。この社
会は実に様々な特性のある人たちの集合体であり、自身も
またその一員であることを自覚してもらいたい、そして、
各人の異なる個性を尊重し合える｢共に生きる社会｣の実現
に向けて、これからも学び続けてほしいと願っています。

《3月9日（火） 6年「親子ふれあい～感謝を伝える会」》
「卒業プロジェクト」の一環で、保護

者にご来校いただき、日頃の感謝の気持
ちを込め、一緒に革のキーホルダーを作
ったり、神部っ子太鼓の演奏を披露した
りしました。短い時間ではありましたが、
卒業を前に親子ふれあいの有意義な時間となりました。

《3月1０日（水） １年｢校区内遠足｣》
学校から神戸神社、図書館、せせらぎ

公園、正條南公園と、校区内をぐるりと
巡る遠足に出かけました。温暖な遠足日
和の一日で、いっぱい春を見つけることができました。

《3月11日（木） 児童会｢6年生を送る会｣》
感染症対策のため、放送での実施とな

りました。卒業プロジェクトで学校を美
しくしようと掃除をしたり、下級生との
思い出を作ろうと学年ごとの交流を進め
たりしている６年生に対して、下級生た
ちが手作りカレンダーをプレゼントしたり、下校時に花の
アーチを用意したりして、感謝の思いを伝えました。

《3月12日（金） 4年「タイムカプセル収納式」》
20歳の自分に宛てた手紙をタイムカプセルに

収納しました。どんな未来を想像して書いたの
でしょうか。10年後の成人式で開かれます。

《表彰》 ～おめでとうございます(敬称略)～
★読売ひょうご生徒児童の紙上書道展
３席：吉田琴音(4-3) ※裏面に続きます
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★12月実施の｢教育活動アンケート｣に書かれたご意見に
対して、学校評議員会でも協議していただき、国や県、
市の施策に関わる事柄と個に関わる事柄、すでに回答
しました案件を除き、学校として以下のとおり対応致
します。ご理解、ご協力よろしくお願い致します。

《学校生活に関して》

上下の制服にしてほしい。運動会前の体操服登校が
すごく楽だった。

→アンケートの結果は以下のとおりです（[ ]内回答数）。
・現状のままでよい[132]
・例えば、白のポロシャツに黒のズボンというように、
指定する[27]

・現状の私服に加え体操服での通学も認める[69]
・体操服での通学と、指定する[21]
・その他[15]
◆冬季は現状のまま、夏季及び体育のある日（運動会の練習時を含む）は体操
◆服でと指定する[４]
◆標準服の上に防寒着の着用を認めてほしい[３]
◆標準服も廃止（全くの私服に）してほしい[２]
◆２つ目の選択肢（制服の指定）に加え、夏季は体操服でもよい[１]
◆今の上着に加え、シャツとズボン･スカートが決まっていればよいが、（ない
◆ので）今までどおり私服可がよい。夏は体操服でもよい[１]
◆２つ目の選択肢（制服の指定）に加え、冬季は防寒着の着用を認める[１]
◆通学帽、標準服のボタンについて、男女共通にしてほしい[１]
◆標準服を着ない選択も認める自由選択にしてほしい[１]
◆私服と制服いずれも可とする（式のときは制服指定）[１]
その他以外の選択肢を選ばれた方で、別途ご意見を記入されていた方の意見
・標準服の上に防寒着の着用を認めてほしい[６]
・制服指定は経済的負担が増える[１]
・体操服指定は、かえって洗濯や枚数購入で負担が増える[１]
・現状が神部小らしくてよい[１]
・夏場の女子の服装に困るので体操服指定がよい[１]
以上を踏まえ、「基本これまでどおりとするが、体操

服での通学も可とする」と致します。多く意見のあった
「冬季の防寒着の着用」についても今後検討し、今秋に
は方針をお示しします。なお標準服については「学習指
導要領」の「特別活動―儀式的行事」の目標等に鑑み、
「廃止する必要はない」と判断致します。ボタンについ
ては左右どちらについていてもかまいません。また、通
学帽もキャップ型とハット型のどちらでもよいとしてい
ます。どちらか一方に統一する（或いは体操帽とする）
ことについては今後の検討課題とさせていただきます。

休日に学校へ行った時、門の周りで喫煙している数
人を見かけた。学校周辺も禁煙としてほしい。

→条例により学校周辺も禁煙となっています。休日に学
校施設を使用する諸団体にその旨呼びかけます。

《登下校に関して》

児童がいるのに横断歩道で一旦停止をしないドライ
バーが多い。警察に取り締まりをしてもらえないか。

→警察の方とは交通立番の際、お話をしています。学校

～神部小学校の教育現場の様子をお伝えします～

としては、今後も継続して自身の命を守るという観点で
交通安全指導を行っていきます。

《メール･ホームページに関して》

ホームページ上の学校予定にもパスをつけてほし
い。危険な人に名前や予定を知らせる必要はない。

→名前が掲載されるのは、｢校報｣の表彰者紹介ですが、
来年度、画像と同様掲載の許諾をとらせていただきます。
予定については、地域のみなさまにお知らせする手段が
現状では他にありません。外部に知らせることで生じる
リスクについて検討し、リスクが高いと判断すれば対策
を取りますが、今のところ現状どおりと致します。

欠席の連絡をメールにしてもらえないか。

→現在｢GIGAスクール構想｣の実現に向けIT環境が整いつ
つあります。但し、メールでの欠席連絡が可能になった
としても、登校班への連絡はしていただかなければなり
ません。今後どうするのが最善か検討していきます。

緊急メールが受信できない、ホームページも更新さ
れていないことがある。

→市のサーバーを経由している関係で、かなり改善され
てはいますが、遅れることがあります。できるだけ早く
送信･更新ができるよう努めます。

給食のメニューが献立表だけでは分かりにくく、画
像をホームページに掲載できないか。

→まず、食前の掲載はできません。食後の掲載なら可能
ですが、以後全く同じ食材を使った給食が提供されるこ
とはほとんどなく、献立表を補完するものにはなりませ
ん。せっかくのご提案ですが実施は難しいです。

《学校行事に関して》

夏休み前の個別懇談は、１学期でクラスに馴染みき
っておらず担任も様子が分かりづらいことから、２
学期か３学期にしてはどうか。

→今年度は4･5月が臨時休業であったため、そう感じら
れたのかもしれません。すでにお伝えしております4月
の家庭訪問も含め、来年度は以下のとおりと致します。
・家庭訪問(4月、期日指定)…希望される保護者対象
・個別懇談①(7月、期日指定)…全保護者対象
・個別懇談②(2学期以降、随時)…希望される保護者対象
なお、感染症拡大状況により変更もあり得ます。また、

学校側から個別に懇談の実施を依頼する場合もあります。

自然学校の迎えの時、学校への到着時刻が遅れるこ
との連絡がなく、ずいぶん待たされた。

→市役所の移転作業が行われていた時期だったため、市
のサーバーが機能しなくなり、メールもHPも使用できな
くなっていました。ご迷惑をおかけしました。

行事への参加者に対して、今までセキュリティがゆ
るすぎると感じていた。今年度の運動会のように、
子どもとの関係、名前の確認を必須としてほしい。

→実際、対応していただくのはPTA役員のみなさまにな
ります。どこまで対応可能か検討していただいたうえで、
実施の可否も含め考えていきます。

行事の際、近隣や高架下に駐車している人が多数い
る。ルールを守れないのであれば、駐車スペースを
確保してほしい。

→今以上の駐車スペースの確保は無理です。行事の際の
自動車での来校禁止のルールは、厳守でお願いします。
ご理解、ご協力よろしくお願いします。

※令和２年度「教育活動アンケート」集計結果は、ホームページ掲載の校報３ページ目をご覧ください。

★ひょうご2020子どもの詩と絵（詩の部）
入選：上鍛治大翔(6-2)、寺本梨愛果(5-1)、安本葵(2-2)

★ソフトボール お別れ交流大会
敢闘賞：神部SC 優秀選手賞：石坂彩姫(6-2)

★ソフトボール 朝日新聞社杯
第３位：神部SC 敢闘賞：谷口慎治(6-1)
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令和２年度「教育活動アンケート」集計結果（１２月実施）

保護者アンケート（回収率98.1%）
Ａ：あてはまる Ｂ：どちらかと言えばあてはまる Ｃ：どちらかと言えばあてはまらない Ｄ：あてはまらない Ｅ：分からない

昨年度→今年度（数値は％）
項 目

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

1 我が子は、学校を楽しみにしている。 52.3→55.6 39.5→34.5 5.6→6.9 1.8→1.7 0.8→1.2

2 我が子は、自分が大好きである。 37.7→42.7 53.1→42.2 7.2→9.9 0.5→1.5 1.5→3.7

我が子は、基礎学力が身についている（学校
3 24.4→29.8 59.5→51.9 13.6→9.9 1.5→4.0 1.0→4.5
の勉強がよく分かっている）。

4 我が子は、家庭学習の習慣が身についている。 27.7→30.3 48.2→47.6 19.5→16.4 4.4→5.0 0.3→0.7

我が子は、自分から進んで、気持ちのよいあ
5 36.2→27.8 46.2→42.2 14.6→22.6 2.8→5.2 0.3→2.2
いさつができる。

我が子は、社会のルールや学校、家庭の決ま
6 32.3→40.4 53.6→50.9 12.3→6.5 1.8→1.0 0→1.2
りごとを守って生活している。

我が子は、「早寝・早起き・朝ごはん」の生活
7 45.1→54.6 39.5→34.5 12.8→8.4 3.7→1.7 0.3→0.7
活リズムを守っている。

学校は、教育方針や教育活動の様子、必要な
8 39.7→55.3 52.8→40.5 5.9→1.9 0.8→0.3 0.8→1.9
情報等を、適切に保護者･地域に伝えている。

学校は、学校生活を参観できる機会を適切に
9 55.4→57.6 41.8→36.9 2.1→2.3 0.3→0 0.5→3.2
設けている。

学校は、保護者からの連絡や相談等に対し、
10 45.9→56.3 46.9→34.3 5.4→1.3 0.8→1.3 1.0→6.8

的確で迅速な対応に努めている。

児童アンケート（回収率100%）
①：ぜんぜん思わない ②：あまり思わない ③：どちらかとも言えない ④：そう思う ⑤：とてもそう思う

昨年度→今年度（数値は％）
項 目

① ② ③ ④ ⑤

1 自分のことが好き。 7.9→11.5 8.2→12.8 33.9→30.8 21.9→20.1 28.1→24.8

2 自分のことを大切な人だと思う。 4.0→7.9 6.3→7.7 25.8→21.3 25.8→26.7 38.1→36.4

3 みんなの役に立ちたい。 0.5→2.4 2.5→5.5 11.5→8.4 26.5→30.2 59.1→53.5

4 自分には、いろいろなよいところがある。 3.4→12.1 9.6→11.4 27.6→25.6 33.2→28.3 26.2→22.7

5 友だちの言いなりになってしまうことはない。 3.4→6.8 7.1→15.0 20.1→25.5 22.9→14.8 46.4→38.0

6 難しそうなことでもとにかくやってみる。 0.9→5.4 3.6→6.2 10.0→18.3 29.6→27.4 55.9→42.7

7 クラスの友だちと一緒にいると楽しい。 1.0→1.7 1.0→1.7 2.7→3.2 12.8→11.7 82.5→81.8

友だちが失敗したり落ち込んでいるとき、励
8 2.2→2.9 3.5→6.1 12.9→15.6 32.5→33.7 48.9→41.6
ましたり慰めたりできる。

9 嫌なことは、はっきりと断ることができる。 2.2→8.1 8.3→12.3 20.6→19.2 27.0→25.1 41.9→35.2

10 自分が悪いと思うとき、謝ることができる。 1.0→2.7 2.7→3.4 15.6→14.5 26.0→38.2 54.7→41.1

ほかの人のことを考えて、自分の気持ちをが
11 1.2→2.7 3.7→5.9 17.6→19.6 32.0→30.4 45.4→41.4

まんすることができる。

12 学校へ行くのが楽しい。 2.9→3.4 4.4→8.6 14.5→14.9 23.3→19.7 54.9→53.5

学校へ行くときや帰るときに安全ボランティ
13 1.5→3.3 4.2→8.6 11.5→20.5 25.7→28.3 57.1→39.3

アの人に進んであいさつをする。

14 学校の授業がよく分かる。 1.7→3.0 3.5→5.7 18.4→19.5 31.3→27.7 45.0→44.2

15 トイレのスリッパをきちんとそろえている。 0.7→2.4 2.2→4.1 9.2→14.5 22.3→28.5 65.6→50.5

16 自分には、目標がある。 2.2→12.7 2.2→12.9 10.3→8.4 16.4→10.8 68.9→55.2


