
学校評価に基づく教育活動の見直しと改善

校 長  宮野 正則

３学期は今年度のまとめとともに、次年度の準備期間でもあります。

学校では、教職員による自己評価や児童・保護者によるアンケート調査

等を基に今年度の教育活動を評価・点検し、次年度の教育計画に反映さ

せている段階です。目指す姿や具体的方策などについて成果と課題をま

とめ、課題の解決方策を担当者が提案し、全職員で検討してきました。

今年度は、次の２つの視点も考慮し、見直しと改善を進めています。

１点目は、新型コロナ対策です。令和２年度は、新型コロナ対応が求められました。感

染拡大防止（３密回避）のために教育活動を中止したり、内容や方法を制限したりするこ

ともありました。収束が見通せない中、令和３年度も今年度同様の対応が想定されます。

そうした面から、学校行事を大幅に見直しました。

運動会については、“密集しない”“密接しない”ことを踏まえ、改めて目指す子ども

の姿を明確にし、ねらいや競技内容を検討しています。種目の削減や熱中症対策から半日

日程に変更する予定です。マラソン大会については、校地周辺における観客の密集、統合

園の工事に伴うマラソンコースの安全確保が課題であり、学習指導要領に照らして体育学

習の中で持久走として行います。わかたけフェスティバルについては、学年単位での音楽

学習が困難なこと、文化ホールの入場者数制限などから、全校が一堂に会する音楽発表会

を止めます。代わりに学年単位で、音楽にこだわらずに、生活科や総合的な学習など、学

習成果を発表したり情報発信したりする機会を設定します。それぞれの教育活動や行事等

を個別に見れば、教育的意義や価値は大きいのですが、新しい生活様式等を踏まえて決断

しました。

２点目は、教員の働き方改革です。これまで学校は、“子どものためなら”という使命

感により業務内容を広げてきました。成果を上げる一方で、様々な弊害も生じています。

そこで、国は教員の働き方改革を進め、勤務時間の上限を“時間外在校等時間を１か月

４５時間、１年間３６０時間”と設定し、業務量の適切な管理を求めています。コンプラ

イアンスの面からも、献身的な無制限の取組から勤務時間内で成果を上げることが評価さ

れる時代となりました。

学校では、法的拘束力をもつ“学習指導要領”に立ち返り、教育課程を見直してきまし

た。上越地区水泳大会の廃止や各種音楽コンクールの中止なども踏まえ、課外活動の在り

方を検討しています。２～３年後を見通しながら、学年マーチングや吹奏楽部、合唱部、

体育部の課外活動を段階的に縮小していく方向で進めています。大切なことを優先し、

日々の授業の充実を第一にして、精選した活動に深く関わることで、子どもたちの健やか

な成長を促していきます。
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「教育活動に関するアンケート」集計結果(令和２年 12 月実施)について

保護者の皆様から「教育活動に関するアンケート」にご協力いただきました。また、児童アンケー

トも実施しました。それぞれの結果は、以下の通りです。数値は、肯定的な回答の割合を表していま

す。前期と後期の変化を比較するために増減を示し、アンケートの自由記述に関する回答等も一部記

載しました。

おかげさまで、子どもたちは健やかに成長しています。コロナ禍ではありますが、児童アンケート

「学校が楽しいですか」については肯定的評価 93％で、過去 4 年間の数値からみても大きな変化は

ありません。「新井・妙高のよさを知っていますか」については、過去 4 年間で最も高い肯定的評価

の数値です。また、保護者アンケート「教職員は、保護者に対して丁寧に接していますか」の「はっ

きりはい」評価が平成 30 年度から３年間で 10％向上したことからも、学校と家庭、教員と子どもの

信頼関係が強くなっていると認識しています。学校の安定は居心地の良い学級から。マスクで表情が

見えない中ですが、居心地の良さは温かな人間関係と日々の授業の充実から生まれています。生徒指

導上の問題に対しては、子どもと一緒に原因を考え、子ども一人一人に寄り添い、解決に向けてチー

ムとして対応しています。

今回の集計結果を今後の教育活動に生かしていきます。特に、「学校が楽しい」「授業が分かる」

などの項目は、肯定的回答でなかった子どもに目を向けて、しっかりと対応しています。今後とも、

当校の教育活動にご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

【児童アンケート結果】

№ 項  目
前期

（％）

後期

（％）

増減

（％）

1
学校が楽しいですか。 過去 4 年数値の大きな変化なし

▲「はっきりいいえ」5 名 「ちょっといいえ」25 名
９３ ９３ ０

2 授業が分かりますか。 ▲「はっきりいいえ」4 名 ９３ ９４ ＋１

3

家庭学習をがんばっていますか。

▲「はっきりはい」7 月より 40 人減。 〇6 年肯定的評価増

▲ 自己評価が低い児童に固定化傾向が見られる

８５ ８６ ＋１

4

授業中、相手の話をよく聞いて学習していますか。

「聞く力のポイント」を意識して。

〇4・5 年「はっきりはい」「だいたいはい」ともに増
９１ ９１ ０

5

授業中、自分の意見を話したり、相手に伝わるように話したり

しましたか。「話す力のポイント」を意識して

〇4・5 年「はっきりはい」増 〇3・6 年肯定的評価増

８２ ８５ ＋３

6
家で、本(学校から借りた本や家の本など)をよんでいますか。

〇3・4 年「はっきりはい」増 ▲1・2・5 年肯定的評価減
７３ ７１ －２

7
学校や家で、正しい言葉遣いで話をしていますか。

▲「はっきりはい」減 〇2・6 年肯定的評価増
８１ ８０ －１

８

友達や先生、学校に来られたお客さん、地域の人に進んで挨拶を

していますか。

〇2・3 年肯定的評価増  ▲1・4・5 年肯定的評価減

８７ ８６ －１

９

テレビやゲーム、動画を観る時間やルールを守っていますか。

（あらいっ子週間でない日も）

〇4 年「はっきりいいえ」減 ▲6 年「はっきりいいえ」増

７７ ７６ －１

10
相手や周りの気持ちを考え、力を合わせて活動していますか。

▲1 年「はっきりはい」減 ▲2・4 年「はっきりいいえ」増
９３ ９３ ０

11
つらいことや苦しいことも、最後までやり通しましたか。

（相談したり､友達と協力したりして）
９０ ８９ －１
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12
使ったボールや遊び道具など、後片付けをきちんとしています

か。〇「はっきりはい」2・3 年増 〇肯定的評価 全学年増
９６ ９８ ＋２

13 自分の行動を振り返り次のめあてをもちましたか。 ８５ ８５ ０

14 運動やスポーツなど、身体を動かすことは好きですか。 ８７ ８７ ０

15
体育の授業は楽しいですか。

〇1・2 年「はっきりはい」増
９２ ９１ －１

16 「早寝・早起き」をしていますか。 ７７ ７８ ＋１

17 朝ご飯を食べていますか。 ９５ ９５ ０

17
新井･妙高のよさを知っていますか。

〇2 年｢はっきりはい｣増 〇過去 4 年間で肯定的評価一番高い
８１ ８６ ＋３

18
将来に夢や目標がありますか。 〇少しずつ肯定的評価増

〇1 年肯定的評価増   〇「はっきりはい」増。特に 2 年増
８１ ８７ ＋６

【保護者アンケート結果】

№ 項  目
前期

（％）

後期

（％）

増減

（％）

１
お子さんは、学校生活を楽しいと感じていますか。

〇2・4 年増
９５ ９６ ＋１

２
お子さんは、授業が楽しく分かりやすいと言っていますか。

〇2・4 年増
８８ ９３ ＋５

３
お子さんは、授業の内容をほぼ理解していると思われますか。

〇2・3・4 年増
７９ ８７ ＋６

４
お子さんは、自分の意見や考えを話せるようになっていますか。

〇H30 年から少しずつ増加中 〇「はっきりいいえ」2～5 年 0 人
７９ ８２ ＋３

５ お子さんは、正しい言葉遣いをしていますか。 ６３ ６４ ＋１

６ お子さんは、家庭や地域で、進んであいさつをしていますか。 ６５ ６９ ＋４

７
あなたは、お子さんが正しい言葉遣いやあいさつが身に付くよう

に、声掛けをしていますか。
９２ ９２ ０

８
お子さんは、特定の人だけでなく、男女を問わず誰とでも仲良く

過ごそうとしていますか。
８９ ８７ －２

９
お子さんは、家庭や地域で、社会のルールを守って生活していま

すか。
９４ ９４ ０

10

お子さんは、いやなことや苦しいことがあったときに、誰かに相

談したり友達と協力したりして、自分から解決しようとしていま

すか。

８４ ８４ ０

11 お子さんは、日々の出来事をご家庭で話しますか。 ８４ ８４ ０

12
お子さんは、家庭学習に取り組んでいますか。

〇「はっきりはい」増
７４ ７５ ＋１

13 お子さんは、家で読書をしたり、本に触れ合ったりしていますか。 ５２ ５４ ＋２
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14 あなたは、お子さんの学習野生活の様子を見て、ほめていますか。 ８３ ８５ ＋２

15
あなたは、おこさんの家庭学習を、見たり励ましたりしています

か。〇1～4 年「はっきりいいえ」0 人
８４ ８２ －１

16
お子さんは、「早寝・早起き・朝ご飯」の生活習慣が身に付いてい

ますか。 ▲低学年 減
８２ ８３ ＋１

17

お子さんは、家庭で決めたテレビやゲーム、動画の視聴時間やル

ールを守っていますか。（新井小ネット利用宣言と関連して）

▲「はっきりはい」減 ▲「ちょっといいえ」増

６２ ５８ －４

18

あなたは、お子さんとテレビやゲーム、動画の視聴時間やルール

について話し合い、見守ったりメディア環境を整えたりしていま

すか。
８２ ８５ ＋３

19
あなたは、お子さんと、夢や目標（好きなことやがんばりたいこ

と）、将来について話し合っていますか。
６７ ７１ ＋４

20
学校・学年だより、面談・相談、連絡帳等を通して、学習や学校行

事でのお子さんの様子を知ることができますか。
９１ ９６ ＋５

21
学校は、お子さんや保護者の悩み事等を相談しやすい環境を整え

ていると思いますか。
９０ ９３ ＋３

22
教職員は、児童に適切に対応していますか。

（教える、褒める、叱るなど）
９３ ９６ ＋３

20
教職員は、保護者に対して丁寧に接していますか。

〇「はっきりはい」H30 年から少しずつ増加中 今回一番高い数値
９９ ９９ ０

【アンケート項目の結果から】
１ 「あいさつ・言葉遣い」の視点から

「あいさつ・正しい言葉遣い」に関する児童の肯定的評価は 80%を上回って

います。保護者の評価はいずれも 7 月より１～４％向上したものの 70%を下回

り、定着しているとは言い難いのが実際のところです。時と場に応じた適切な

あいさつや正しい言葉遣いについては、強調週間を設けて取り組んできまし

た。言葉遣いは、人間関係を良好にするだけでなく、心を豊かにします。重点

化したり、学習や生活全体を通して繰り返すことで日常化したりする必要があ

ると考えます。体験や行事と関連付けた道徳教育や同和学習を計画的に実施し、いじめの未然防止や

人権意識の向上にも努めてきました。

また、学校外での活動や遊びから派生したトラブルがありました。関係機関との情報交換や行動連

携を大切にしながら、学校では、これからも根気強く指導を継続していきます。数値からは見えない

一人一人を見ていきます。ご家庭でも、お子さんにあった声掛けをお願いします。

２ 「自己実現と集団活動」の視点から

「授業が分かる」と回答する児童は 94%と高評価で、「ちょっといいえ」と答えた児童は昨年度よ

り 20 人減りました。NO.3「お子さんは、授業の内容をほぼ理解している」の肯定的評価も 7 月より

６％向上して 87%でした。家庭で過ごす時間が長くなり、保護者が家庭学習や本に触れている児童の

様子を見てほめている姿が数値から見えてきました。児童アンケートからも家庭学習のがんばりは見

えてきますが、「はっきりはい」と回答する児童は減り、「はっきりいいえ」と自己評価が低い児童

が固定化している傾向です。将来を見通して、今の自分にできることを考え、よさや可能性を生かそ

うとする学びの過程を大切に見取りながら、「個と個」や「個と集団」の関わりが生まれる活動に組

んでいきます。

また、NO.19「あなたは、お子さんと、夢や目標（好きなことやがんばりたいこと）、将来について

話し合っていますか」の肯定的評価は４％向上し、児童アンケート「将来に夢や希望がありますか」
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の肯定的評価も過去３年間通して少しずつ向上し、低学年の「はっきりはい」評価が今回特に高まり

ました。なりたい自分に向けてがんばる力は、よりよい集団や社会をつくろうとする力につながりま

す。今後も学校生活において、他者と関わりながら、違いを認め合い、みんなと共に生きていく力の

伸長と自己実現を図ろうとする態度の育成に努めます。

３ 「家庭のルール」の視点から

新井小ネット利用宣言と関連して、NO.18「お子さんは、家庭で決めたテレビ

やゲーム、動画の視聴時間やルールを守っていますか」の肯定的評価は４％下

がりました。「はっきり守っている」評価が減り、「ちょっと守っていない」

評価が増えています。児童評価「はっきり守っていない」評価が減っている学

年もありますが、学年差・個人差が大きいというのが現状です。今後も学校と

家庭の連携した取組が必要不可欠です。

コロナ禍において、家で過ごす時間が増えた分、家庭毎に決めた様々なルールがあると思います。

きまりを単に厳しく指導すれば身に付くものではなく、「なんのために？」を子どもと一緒に考えて、

一緒に取り組むことで解決の糸口が見つかりそうです。あらいっ子週間の取組や子育て広場に参加し

たことをきっかけに、家庭のルールづくりについて考えてみませんか。気になることや心配事は一人

で抱えず、いつでもご相談ください。

【自由記述から（一部）】

１ 学校生活・家庭との連携について

 はねうまクラスに入り、個別に対応していただいて成長がみられ、うれしく思っています。学

校での様子も、毎日お忙しい中しっかりと伝えていただいて安心しています。他校の保護者の

方とお話しする機会があると、はねうまクラスのシステムがしっかりしていて、恵まれている

のだと思いました。これからも一人一人の発達や個性に合わせた教育活動をお願いします。

(１年)

 先日の個別懇談では、学校での娘の様子を伺うことができ、親の知らない娘の一面を知ること

ができて良かったです。そして、もっとほめて、時には甘えさせてあげることもまだまだ必要

なんだなと改めて感じることができました。ありがとうございました。（２年）

 発表会や運動会が中止になり、学校での様子がわかりづらくなってしまったと感じています。

できれば、連絡帳でのやりとりを先生ともっとできればうれしいです。先生の方でも大変だと

思いますが、お願いします。（２年）

→ ご心配をおかけしました。子ども達はコロナ禍にあっても、一生懸命に学校生活を送ってい

ます。子ども達の日々のがんばりをお伝えできるようにしていきます。

 いつもありがとうございます。学校が楽しいのが日々の会話の中から伝わってきます。これか

らもよろしくお願いします。（３年）

 いつもお世話になっています。先日の面談では、学校での様子を教えて頂き、

ありがとうございました。成長するにつれ、人間関係なども複雑になってくる

ので、お手数をかけると思いますが、よろしくお願い致します。（４年）

 個別懇談で、息子の意外な一面を聞くことができました。高学年になり、あま

り学校の話をしてくれなくなっていたので、先生の話を聞いて、安心しまし

た。（５年）

 いつもありがとうございます。毎日楽しんで登校しています。（６年）

 子育て広場では、先生方からいろいろなアドバイスが聞けるので、とても参考になります。

(１年)

→ 保育園の頃から参加してくださり、ありがとうございます。子育て広場を通して、保護者の

皆様同士も励まし合ったり、アドバイスをし合ったりされていて、とてもいい雰囲気だなあと

感じています。これからもお互いに支え合いながら、子育てを楽しんでいきましょう。
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 子育て広場になかなか参加できなくても、おたよりでいろいろ参考にさせて頂くことばかりで

す。(１年)

→ 子育て広場に参加したくても、なかなか時間の都合がつかない方は、たくさんいらっしゃい

ます。そのため、案内に前回の資料の一部を入れて配付してきました。参加はできないけれど

資料をほしいという方は、申込書にその旨を書いて提出してください。また、年に１回だけで

もいいですので、是非足を運んでいただければと考えています。実際に参加された皆さんの話

を聞くと、より元気が出ますよ！これからも、お母さんをはじめ、ご家族の皆様が元気になる

よう応援していきたいと思います。

２ 学習活動・内容・指導について

 先生方の子供達への目線がとても肯定的で温かくて、親も学ぶところがたくさんあり、とても

ありがたいです。(１年)

 担任の先生には大変お世話になっております。子どもも授業がめちゃくちゃわかりやすいと申

しており、非常にありがたいと思っております。（２年）

 学校で子ども達に指導したことを、もう少し保護者にも共有して欲しいです。子どもの話だけ

だとわかりづらい部分もあり、家で指導しづらいと思うときがあります。（２年）

→ ご心配をおかけしました。今後重要だと思われることに関しては、即時お知らせします。

 １年生の時に自学は学年＋30 分やる…と教わった様に思うのですが、今や全くしていない子も

いる様で、自分もしたくない…と言ったりします。学年や先生によって、やるべき、やらなく

ていい…とあるのでしょうか？（３年）

→ いつもお子さんの家庭学習を見守り励ましていただきありがとうございま

す。全校で子どもの主体的な学習を大事にし、自主学習を奨励しています。

一方で、毎日の宿題も一定量用意していることから、家庭学習における宿題

と自主学習への取組は、個々の実態に応じて違いもあります。今後、進級す

るにつれて自分で計画し、学習に取り組むことが一層大切になることから、

学習量や学習時間について確認し、必要に応じて助言する中で、可能な限り自主学習に取り組

むよう改めて指導していきます。

 今年はコロナの影響で行事がほとんどありませんでしたが、そのかわり妙高キブンで妙高のあ

ちこちを散策して、地元妙高のいい所探しをしていたのが、とても楽しそうで、良い経験がで

きたなあと思いました。（３年）

 息子が苦手なこと、出来ないことにすぐ助けを出すのではなく、考える時間、待っている時間

をとっていただけるのが個別懇談の時にわかり、とても有り難く思いました。適切に声をかけ

ることを私も心がけたいと思います。（５年）

 子ども同士のトラブルがあったとき、まず一方的に叱られ、悔しい思いをしたようです。しかし、

それに対して、きちんと先生が謝罪し、また、子ども、親の話をしっかり聞いて下さり、背景な

ど理解し、受け止めて、前向きに対応してくださり、感謝しております。今後も、様々な問題等

あると思いますが、学校と家庭の連携を大切にし、些細なことでも気になることがあれば相談し

ていきたいと思います。（５年）

 「あ～楽しかった！」マーチング演奏が終わって、帰宅したときの第一声です。コロナ禍で行事

らしい行事も出来ない中、「仕方ないよ」と子どもも大人も納得していたところでの一言。ご指

導して頂いた先生方へ、感謝するばかりです。ありがとうございました。（６年）

３ 行事等について

 今年は例年になく学校に行く事が少なかったので、面談で子どもの事を聞けたのはとても安心し

ました。学期末の保護者が集まる時も無かったので、来年は今年よりも学校での子どもの姿を見

られる事を楽しみに願っています。令和２年、あと少し宜しくお願いします。（４年）

 コロナという厳しい状態ですが、できるだけ学校行事をして欲しいです。時間、日にちなど密に

ならないように工夫して頂いて、厳しいかと思いますが、やって欲しいと思います。（５年）
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 今年はコロナの影響もあり、行事が中止となってしまい、子どもの学校での活動を見る機会が

少なく残念でした。しかし、マラソン大会など、一部中止された行事については、やり方を工

夫すれば、できたのではないでしょうか。現に他校では行っています。学校だよりで「子ども

に発表の場は必要か」との記載もありましたが、毎日の授業も何か目標なり、発表の場なりが

必要だと思いますし、誰かが見てほめてくれることで、子どものやる気にもつながると思いま

す。行事を通じて親子のコミュニケーションを図るきっかけにもなりますし、親も子どもの成

長を感じる大切な機会だと思います。直接見られなくても、動画配信など、工夫していただけ

るとありがたいです。来年以降もコロナが続くと思われます。ぜひご検討をお願いします。

（４年）

→ 貴重なご意見をありがとうございました。これまであった学校行事等が例年のように運営で

きないことが多々ありました。以下の２点に留意して、教育環境の安全・衛生を維持していま

す。行事等もスタイルを変えたり、方法を工夫したりして実施していきます。子どもたちの学

習を支援していくために、家庭のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

 学校で色々な事を学ばせて頂き、子どもの成長を見守っていてくれて感謝して

います。コロナウイルスで活動が制限される中、クラスのみの発表会をしてく

れてうれしいです。（１年）

 行事は何もないんだろうなあと思っていましたが、クラスでの発表会を開いて

下さり、子ども達のいきいきとした姿を見る事ができてうれしかったです。

（１年）

 いつもありがとうございます。コロナ禍の中ですが、発表会やマーチングの引き継ぎなど、一つ

一つの行事を楽しんでいます。中止にするのではなく、工夫して実施して頂き、ありがとうござ

います。（５年）

 いつもありがとうございます。コロナ禍の中で、修学旅行に行けたこと、とても喜んでいました。

行事が限られてしまい、小学校生活最後の六年生は本当にかわいそうでしたが、残り少ない時間、

有効に楽しく過ごせるといいです。職員の皆様お疲れ様です。（６年）

はねうま行事について

 今まで一度も遠足がない。そのような活動がないことは理解していますが、はねうま学級の子ど

も達は、ぶどう狩りや、電車に乗って出掛ける等の活動があったと聞きました。指導やプログラ

ムの一つだとは思いますが、はねうまに通っていない子供達が「うらやましい」「ずるい」とい

った気持ちを持つのは当然なのでは？と思います。（実際、そういった気持ちを口にした時、先

生に「ずるくありません！お勉強です！」と言われたと言っていました。でも、おみやげのぶど

うを持ち帰ってきたり、電車に乗った話を聞いたりすれば、自分達は授業をしていたのにという

気持ちは当然です。）（３年）

→ 今年度は特にコロナ禍で活動の制限があり、子ども達は寂しい思いをもっていることと思いま

す。はねうま学級では、「自立活動」という、気持ちをコントロールしながら人と関わったり、

社会のルールや仕組みについて学んだりする学習に取り組んでいます。その点を理解していただ

き、お子様にお話してくださるとありがたいです。

とは言え、子どもの素直な気持ちも十分理解できますので、今後活動を計画する際には、周り

１ 密を避ける工夫
・いかに日常の密を減らすか（玄関の分散、時間差下校、ディスタンスの視覚表示）
・密を生まずに行事を運営できるか（学習発表会の学年ごと分散開催）

２ 新型コロナウイルス感染症を学校に持ち込まない努力
・手洗い、うがいの励行
・全校一斉の行事を縮小していく。運動会は種目を厳選して半日開催。学年分散マラソン
大会は安全監視体制が不十分（警察指導）で実施は見込めない。

・来校者を制限する。普段顔を合わせない遠方の親戚などは、学校行事の来校を控えてい
ただきたい。
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の子ども達にも気を配っていきたいと思います。また、年度始めに各学年ではねうま学級に関わ

る話も子ども達にしていますが、よりよく理解できるよう工夫したいと思います。

マーチング移杖式について

 コロナでなくなった行事が多く、仕方ないのですが、マーチングの移杖式演奏見たかったです。

（６年）

→ 保護者としての率直なご意見ありがとうございます。私たち職員も悩みながら、下記の理由か

らこのような判断をせざるを得ませんでした。６年担任から子どもたちの気持ちに寄り添いなが

らきちんと説明させていただきました。真剣に聞き入るその６年生の姿から、改めて子どもの力

強さを感じました。今後もコロナ禍においてできることや変更していくこと、教育課程の変化に

伴う活動の見直しなど、保護者の皆様の理解を得ながら進めていきます。

行事時の親子でお弁当タイムについて

 コロナの影響でしたが、運動会、若竹まつりの時の“親子でお弁当を食べる”ことがなかったの

がとても良かったです。来年度以降もぜひなくして頂きたいです。（３年）

→ 来年度の行事について、ただ今検討しております。お弁当について貴重なご意見をいただきあ

りがとうございました。

マイお弁当の日の取組について

 「マイお弁当の日」をできれば中止していただきたい。仕事をもっているため、親の負担や手間

がかかり大変であるため。できたら家庭科の中でやって欲しい。（５年）

→貴重なご意見をありがとうございました。妙高市の取組ですので、保護者の負担軽減を考え、市

当局と協議していきます。

卒業式について

 大変な状況の中、ご指導ありがとうございます。今の状況ですと、式典は保護者が一人出席とい

う可能性が大きいと思いますが、席に座ってビデオ撮影は難しく（見えない）、外部の業者さん

でも、どなたか先生でも全体を撮影していただけたら、来ることの出来ない保護者にも雰囲気を

伝えられるのでは…と思いますので、どうかご検討をお願いしたく思います。（６年）

→ 卒業式については、コロナウイルス感染拡大防止を講じて、新井小規模の人数でできることを

模索・検討しています。貴重なご意見をありがとうございました。わかたけ通信 NO.19（１月 29

日配付）でお知らせした通り、現段階では、文化ホールにて家庭２名以内の参列を考えています。

ビデオ三脚を立てるコーナーもお示したいと考えています。新型コロナウイルスの蔓延状況によ

り、直前でも変更があるかもしれませんので、ご承知おきください。

マーチング移杖式で 5 年生のみ演奏・演技を判断した理由
・数に限りがある金管楽器、木管楽器の５年生と６年生による共有使用が認められないこと
（厚生労働省、ヤマハ等の指針による）

・楽器を分解し、洗浄したため、５年生のみしか使用（練習、演奏・演技）できないこと
・楽器洗浄、組立には、専門業者（２名程）による指導、支援が必要となること
・２月までに１曲引き継がなければ５年生は演奏できないまま進級することになってしまう
こと

・新６年生が、外部講師を招いてマーチングを一から学ぶことは困難であること
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信越学童親善スキー大会の結果

晴天の中、２月１９日（金）に信越学童スキー大会が行われました。

コロナ禍における様々な制約の中、新井小からは、特設スキー部がクロスカントリー競

技の男子３キロ・女子２キロの個人種目と男女のリレー、アルペン競技の大回転に参加し

ました。

１～６年生の児童が厳しい状況下で一生懸命練習に励み、当日は精一杯の力を発揮しま

した。地域･保護者の皆様から温かい応援をいただきました。ありがとうございました。

個人戦もリレーも大変すばらしい成績で、多くの賞状やメダルを持ち帰ってきました。

本大会は無観客大会で閉会式もなかったので、これらの賞状とメダルは、校長より各教室

にて、友達から大きな拍手をもらいながら一人一人に授与されました。

特設スキー部として、斐太北

小学校の児童１名が一緒に活動

してきました。

保護者や地域の皆さんの思い

や指導を受け、感謝の気持ちを

もって大会に臨んでいる姿が印

象的でした。

クロスカントリー入賞

男子３㎞

２位 ５年 小嶋 心哉

４位 ５年 田中 晟悟

女子２㎞

４位 ５年 相浦依莉紗

男子リレー 第３位

女子リレー 第５位


