
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年度 

平成２５年１０月１日発行 

妙高市立妙高高原南小学校 
南小だより 

頑張った!! 北小・南小合同マラソン大会 

 ９月２７日（金），「第３回 北小・南小合同マラソン大会」が，妙高高原スポーツ公園グラウンドを会場に

して行われました。終日雨が降り続き，肌寒さを感じた前日とは打って変わって，素晴らしい秋晴れの空と爽

やかな風に包まれた絶好のマラソン日和となりました。 

 昨年度，南小が獲得した優勝盾は，「中学年女子」の１つだけでした。学校では，どのようにしたら子ども

たちに長距離走への意欲を高め，その力を伸ばすことができるか，対策について職員間で話し合いました。そ

の結果，生まれたのが５月の連休明けから始めている「チャレンジマラソン(朝マラソン)」です。また，業間

体育もマンネリ化せず，子どもたちが意欲的に取り組めるように内容を工夫しました。そして，それらの取組

の成果を試す機会として「北小・南小合同マラソン大会」を位置づけました。 

 結果は，低・中学年の部で３つの優勝を勝ち取ることができました。まだまだ課題はありますが，大きな成

果だと評価しています。また，優勝は逃しましたが入賞した子どもたちや，自己ベスト記録を更新した子ども

たちがたくさんいて，自信を深めた子どもたちも多いのではないでしょうか。これらの力を来たるべきスキー

練習に生かせるよう，引き続き指導していきます。応援に駆けつけてくださった多くの皆様，ありがとうござ

いました。 

大会結果（６位までの入賞者） 

【低学年男子】   【中学年男子】   【高学年男子】 

１位 岡田陽色   ２位 山﨑 丈   ５位 鴨井岳士 

２位 佐藤大河   ５位 原田拓飛   ６位 三住太一 

４位 峰村知宏 

５位 岡田幸也 

 

【低学年女子】   【中学年女子】   【高学年女子】 

１位 清水 暖   １位 三住 幸   ５位 野本千尋 

２位 宮下美幸   ２位 新井咲希   ６位 東條 愛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



教育活動に関するアンケートの集計結果 （平成２５年７月実施） 

 １学期末の学校評価保護者アンケートへのご協力をいただき，ありがとうございました。今回のアンケ

ート結果を参考にさせていただき，これからも充実した教育活動を展開できるよう活用させていただきま

す。ご覧になって，お気づきの点やご意見がありましたら，遠慮なく学校までお知らせください。今後と

も，妙高高原南小学校の教育活動に，ご理解・ご支援をお願い申し上げます。 

 A：とてもそう思う B：そう思う C：あまりそう思わない D：そう思わない  
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 『お子さんは，学習の内容を理解している』の肯定的評価が９４％でした。本年度は，「学びが分かる

ノート」作りを目指し，子どもの学びをつなぐ授業改善に取り組んできました。じっくりと話し合う場や

自分の考えを説明する場を大切にした授業を充実させることにより，発表に対して積極的になり，主体的

に学習に取り組む子どもが増えています。２学期は，さらに工夫した授業づくりに取り組んでいきます。 

 『お子さんは，学年の家庭学習の時間を行っている』の肯定的評価は８３％で，昨年度と同じでした。

また，『お子さんは，自分から進んで家庭学習をしている』の肯定的評価は７６％で，昨年度より９ポ 

イント向上しました。保護者の皆様が，お子さんの家庭学習に関心を持って見守ってくださったり励まし 

てくださったりしているからだと思います。２学期以降も，学年の発達段階に応じた宿題や自主学習を工 

夫しながら，家庭学習の習慣が身に付くようにしたいと思います。連絡帳（１・２年）や私の家庭学習ノ 

ート（３年生以上）に目を通すなど，引き続き保護者の皆様のご協力をお願いいたします。 

 

 

 『お子さんは，学校が楽しいと感じている』は，１００％近くの高評価でした。学校職員にとっても， 

子どもたちが学校は楽しいと感じてくれていることが何よりうれしいことです。これからも，子どもたち 

が充実した学校生活がおくれるよう，努力していきます。 

また，今年度も，縦割り班活動を大切にしながら，よりよい関わり方を学んできました。『ルールやマ 

【学び続ける子】 

１ お子さんは，学校の学習内容を理解している。 

 

２ お子さんは，読書を含めた家庭学習を，低学年は

３０分，中学年は４５分，高学年は６０分してい

る。 

３ お子さんは，自分から進んで家庭学習をしてい

る。 

【正義を貫く子】 

４ お子さんは，学校が楽しいと感じている。 

 

５ お子さんは，ルールやマナーを守る規律が身に付

いている。 

６ お子さんは，「ありがとう」「ごめんなさい」を素

直に言っている。 



ナーを守る規律が身に付いている』は９１％，『「ありがとう」「ごめんなさい」と言っている』は，８１％ 

の肯定的評価でした。 

 これからも，道徳的実践力を養う道徳の授業を確実に行い，家庭と学校で協力しながら，思いやりの心 

や豊かな人間関係を育てていきたいと考えています。 

 

 学校では，朝マラソン（希望者）や業間運動（全員），課外活動（４年生以上）と，体育の時間以外に運動す 

る時間を多くとり，子どもたちの体力向上に取り組んでいます。家庭でも，８０％の子どもたちが，よく体を 

動かしているという結果でした。また，メディアコントロールの約束については，昨年度より４ポイント 

上がり，メディアコントロールが当たり前になっている子どもが増えてきているようです。「早寝・早起 

き・朝ごはん」の生活習慣は身に付いていますので，これからも，メディアコントロールが上手にできる 

よう，ご協力いただきたいと思います。 
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 たくさんの保護者の皆様より，学校の教育方針や学校行事での子どもたちの活動の様子について肯定的

な評価をいただきました。これからも，子どもたちが意欲的に活動できるよう教育活動を進めていきます。

今後とも，学校・学年の取組や子どもたちの様子について，保護者・地域の皆様も一体となって温かく見

守っていただければと思います。 

 

【自由記述について】 

 忌憚のないご意見，ありがとうございました。保護者の皆様からいただいた自由記述の中に，ＰＴＡメ

ールについての記述が多くありました。「子どもの様子が分かり，とてもよい」「楽しみにしている」とい

うご意見と，「緊急性のあるものだけにしてほしい」というご意見でした。いただいたご意見をもとに，

保護者の皆様と話し合いながら，ＰＴＡメールの在り方について検討していきます。 

【己を磨く子】 

７ お子さんは，メディアコントロール「平日２時

間・休日３時間」の約束を守り，規則正しい生

活を心掛けている。 

８ お子さんは，よく外で遊んだり運動したりして

いる。 

【学校運営について】 

９ 学校は，お子さんの実態や保護者・地域の願い

に応じた教育を進めている。 

10 学校は，教育方針や学校・学級の様子を，たよ

り等で分かりやすく伝えている。 

11 学校は，気軽にお子さんのことについて相談で

きる雰囲気である。 

12 学校は，登下校も含め事故防止のため，交通安

全や不審者対策等，児童への安全指導を十分行

っている。 



南っ子の活躍 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

１０月の行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

１日(火) 全校朝会，市科学研究発表会， 

チャレンジタイム 

２日(水) ＡＬＴ(３・５・６年) 

３日(木) 上越地区小学生陸上選手権大会 

４日(金) クラブ活動 

７日(月) お弁当の日（給食なし） 

８日(火) チャレンジタイム 

１１日(金) クラブ活動 

１３日(日) コシヒカリマラソン大会 

１４日(月) ㊗体育の日 

１５日(火) チャレンジタイム 

 

 

 

１６日(水) ＡＬＴ(１・５・６年) 

１８日(金) クラブ活動 

１９日(土) 学習発表会前日準備 

２０日(日) 学習発表会 

２１日(月) 振替休業日 

２２日(火) 振替休業日 

２５日(金) 児童朝会，５年ＰＴＣ活動 

２８日(月) 委員会活動 

２９日(火) 交流朝会，名香山苑訪問(１～３年)， 

      チャレンジタイム 

３０日(水) ＡＬＴ(２・５・６年) 

 

 

 

☆第 20回妙高陸上競技選手権大会(9月14日，新井総

合運動公園陸上競技場) 

女子50m        1位 2年 清水  暖( 8″66) 

男子80m        8位 4年 野本 和愛(13″15) 

女子80m        2位 4年 三住  幸(12″80) 

男子100m       7位 6年 三住 太一(14″47) 

男子走り高跳び  3位 6年 小俣 竜也(120cm) 

        6位 6年 引場 大兄(105cm) 

女子走り高跳び 2位 5年 池田 優香(123cm) 

 

 

☆第9回 妙高市小学校陸上大会(9月18日，新井総合

運動公園陸上競技場) 

5年女子走り高跳び 1位 池田 優香(114cm) 

           3位 平塚 美希(108cm) 

5年男子ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ  1位 峰村 岳臣(47m20cm) 

6年女子走り幅跳び  6位 吉澤季里子(309cm) 

6年男子100m       3位 三住 太一(14″62) 

5年男子100m       7位 野本 和愛(16″56) 

5年男子200m       4位 青木 勇翔(34″68) 

5年女子800m       4位 東條  愛(2′58″64) 

    8位 野本 千尋(2′59″91) 

5年男子400mR      5位 野本和愛，峰村岳臣，後藤雅貴， 

 青木勇翔(1′05″79) 

 

5年女子400mR   7位 荒井萌々，野本千尋，原田夏菜，

池田優香(1′08″33) 

6年男子400mR   7位 後藤泰一，三住太一，小俣竜也，

髙畑 樹(1′02″98) 

 

☆第9回 妙高市児童生徒理科作品展 

金賞 6年 三住 太一 「ピタゴラ装置６ ファイナル」 

金賞 6年 鴨井 岳士 「世界遺産 富士山」 

銀賞 4年 野本 和愛 「ダンゴムシの腹筋」 

銅賞 2年 ボルウェル リオン ウィル 「にわとりの成長記録」 

 

☆妙高市環境衛生対策協議会「エコ標語」 

優秀賞  6年 引場 大兄 

「わりばしが コピー用紙に 大変身」 

佳作   1年 瀧澤 咲姫 

「こまめにけそう いらないでんき」 

 

☆第3回 くらしの防火安全新聞コンクール 

最優秀賞  4年 水野 歩佳里 

優秀賞   4年 佐藤 瑠奈 

努力賞   4年 森 葵 

      4年 引場 彩乃 

      4年 野本 和愛 


