
平成 30年 11月 発行 No 7

学校の今をお知 らせ します

名古屋市立西山小学校

電話 (052)‐ 701¨ 5181

httpソ/www.nishiyama‐ e.nagoyaⅢ c.ed.jp

11月 に入り、寒さを感じる日が多くなってきました。

さて、11月 16日 (金)と 17日 (土)は展覧会があります。どの学年も毎日、一生懸

命に作品づくりに励んでいます。保護者の皆様にも、道具や材料の準備等、さまざまなご

協力をいただくことになると思います。どうぞよろしくお願いいたします。

鸞量璽 範りいて
寒い日が多くなってきました。

西山小学校では、登下校や体育の授業時の、

防寒のための服装等について、以下のように

指導していきますのでお知らせいたします。

下 校

〇 手袋、マフラー、ネックウォーマー等の防寒具は、原貝」、登下校時のみとし、

体育の授業や休み時間、朝会等でば着用しません。耳当ては安全上、着用しませ
ん。

〇 カイロは持ってきません。(健康上の理由等で晰要な場合は、保護者の方から、

担任に相談 してください。)

育 の 授 業 時

〇                  を着てもよいこととします。

・ フード付きの物やベンチコート等、運動に

・ 登校時に着てくる衣服とは別の物を、体育の授業用として用意します。

・ 体育の授業が始まるまでは、登校時に着てくる上着を着ていてもよいこととします。

〇 体操服の下に下着を着る場合、汗をかいたら取り替えられるように、替えの

下着を持ってきます。

・ レギンス、スパッツ、タイツ等、途中で着脱が困難な物は避けます。

・ タートルネツク、半袖体操服の下の長袖シャツ等、運動に適さない物は避けます。

褥゛瘍電
11月 16日 (金 )、 17日 (土)に展覧会を開催します。児童は両日とも平常通り

の分団登校となりますのでご承知おきください。なお、保護者鑑賞の時間は以下の通
りです。

1  16日 (金) …・ 15:00～ 19:00(入 場は16:30ま で)  |
L____1_二 _日__蛙と__二 1■__1_■ _j_■_Q■_1_Q_二 _■_Q_玉A'生ユ__Ω _三 _Ω_■主0___」
詳細や保護者の皆様へのお願いについては、 11月 1日 (本)に児童に配布 したプ

ログラムをご確認 ください。



彦鰊  冬鰊鰊騒彗
下校について

児童が下校する際は、安全確保のため、できる限 り複数の児童 と一緒に下校するよ

う指導 しています。そのため、下校途中に保護者の方 と合流 して習い事等に出掛ける

ことのないようお願い します。 どうしても迎えが必要な場合は、連絡帳等で担任に伝

えていただき、下校途中ではなく学校まで迎えに来ていただきます ようお願いいたし

ます。

学校行事のある日の公園等への駐車 コ駐輪につい

十分な駐車・駐輪スペースを確保することが難しいという理由で、保護者の方には

車や自転車でのご来校をご遠慮いただいています。しかし、学校行事のある日に、学

校と中公園の間のコミュニティ道路に駐車したり、中公園の入 り口に駐輪したりして

ご来校される保護者の方が多く、地域の方からの苦情が多く寄せられます。また、公

園等を管理する土木事務所からも駐車・駐輪をご遠慮いただくよう指導を受けました。

学校行事の円滑な開催のためにも、ご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

薇聰 :  卜呟 辣
|    、 学校での子 どもたちの様子を、一部ですがお伝えします。       |

:

①辱≧滲ンξ晰 9嚇φ≧●レリ  惨④導≧jンピ螂 9⑫罐≧●シノ  参
『 ln口 1賞|ぺ 7遺鷹1     1年生と6年生、2年生と4年生、3年生と5年生が

ペアとなり、東山動植物園や牧野ヶ池緑地に遠足に出掛

けました。クイズラリーをしたり、一緒に遊んだりして

交流を深めま した。

R3曇奥鬱シ彦髪≫9鸞  轡ンが  ,R3運ugン屡晏≫9颯卵鰤●シガ  参

学校開放日の2時間目は、全校ペア読書集会を行いま

した。高学年の読み間かせやt低学年の音読発表など、

どの学年の子も、練習の成果を発揮して、上手に本を読

むことができました。

鰺 躙 。l誓 晰 ⑬の こ ●l甲 螂 鬱鰺 緻 餞ン蓼晰 90霙 ol曹  響
【26日 (金}学区清掃】    学区の方と協力 して、西出学区にある公園や道路を清

掃しました。秋になり、落ち葉がとても多く、た<さん

ごみを集めることができました。されいになった公園を

見て、すがすが しい気持ちになりま した。

●レが 響R3醤襲oンぽ髪聾9魔判Q●ンが 響

【10日 1火)ペア違足】

【26日 (金}学区清掃】
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晰    ‐ ' I:…     :』
11月 16日 (金 )・ 17日 (土)に展覧会を行いました。どの学年も、とてもすばらし

い作品ばか りで、心に残る 2日 間となりました。子 どもたちのこれまでの頑張 りが、成果

となって表れていて、とてもうれ しく思いました。

保護者の皆様 も、当日は、寒い中ご来校いただき、ありがとうございました。



展覧会の保 者アンケー トより

※ 回収数 1013枚 (回収率73%)数 値は4点満点で、4に近いほどよい評価です。

アンケー トの結果から、子 どもたちの意欲や作品に込めた思いが保護者の方々に伝わ り、

とてもうれ しく思います。また、代議員の児童を中心に全校児童でつ くり上げた 「エコキ

ャップアー ト」にも、称賛の声をたくさんいただき、成果を実感することができました。

なお、アンケー トの記述欄にたくさんのご意見をお寄せいただきましたので、主だった

ものをご紹介 します。

設   間 回答平均

① 子どもたちの作品から、一人一人の意欲や作品に込めた思いが伝わつてきた。 3.9

② 全校共同作品「エコキャップアート」の取り組みはよかつた。 3.9

③ 作品鑑賞がしやすい展示方法だった。 3.6

④ 案内表示等は分かりやすかつた。 3.6

⑤ 開催時期や開催時間はよかつた。 3.6

⑥ 鑑賞者のマす―はよかつた。 3.7

【〇…よかつたという内容 ●…改善 した方がよいという内容】

○ どの学年の作品も、とてもすばらしい出来ばえで、子どもたち一人一人の個性や工夫

が見 られて感動 しました。

|→ 保護者アンケー トには、学年の枠を越え、各学年の作品を称賛する声が多 く寄 |

| せ られました。特に、高学年になるほど技能が高まっていく様子から、子 どもた
|

| ちの今後の成長を期待する声も多 く寄せ られました。             |
○ エコキャップアー トは、全員で力を合わせたという意識が高まつた。

|→ エコキャップアー トは、代議員の子が中心とな り、全校児童が力を合わせてつ
|

|  くり上げました。回収 したキャップは、「回収 したキャップ数に応 じてワクチンを
|

1 贈る」 とい う活動をしているリサイクル会社に全て寄付 しました。       |
● 秋 らしい飾 り付けなど、作品数が多い中でも展示方法が工夫されていたが、 1人 1点

しか展示 していないことが とても残念だ つた。

→ 各教室は授業を行 うため展示場所にすることはできず、特別教室も学習に支障

をきたすことがないよう利用制限は最小限にとどめたいと考えています。このた

め、全校児童が 2,点 とも展示する場所を確保することは今後も難 しいと考えてい

ます。ご理解 ください。

● 保護者入回と出国が分か りにくかつた。

|→ 保護者の方の多 くが、出口か ら入つた り入 口に靴を置いたまま鑑賞に行かれた
|

|  りしていました。 これは、案内表示等が不十分だつたためだと反省 しています。 |
1 次回は、より分か りやすい案内表示になるよう改善 していきたいと思います。  |

上記以外にも、たくさんのご意見をいただきました。これ らのご意見を参考にしながら、

次回の展覧会もより充実 したものにしていきたいと思います。

なお、前号の 「西山かわら版」でお願いさせていただいた中公園への駐車・駐輪につい

てですが、大幅に改善 されていたようで、展覧会鑑賞のために来校 される方の駐車・駐輪

はほとんどなかったと聞いています。ご理解 とご協力ありがとうございま した。


