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１月下旬には、１０年に１度という強烈な寒

波が日本列島に南下し、本校も２５日(水)を大

雪への備えのため臨時休業としました。この大

雪で、校舎回りにも４０センチ程度の積雪があ

りましたが、田井地区振興協議会さんよりお借

りした除雪機により素早く除雪することができ

ましたし、土日に積もった雪は地域の方が子ど

もたちの登校路確保のために除雪してください

ました。日頃から地域の皆様のご支援あっての

田井小学校と思っておりますが、改めて強く感

じることができました。 

 そして、新型コロナウィルス感染症について

は、３学期に入っても感染拡大による学校の学

年・学級閉鎖は続いていましたが、少し落ち着

いてきました。本校においても、多少の影響を

受ける時期もありましたが、日々の学習をはじ

め、様々な行事なども予定通り実施できていま

す。今後も油断することなく、感染症対策の徹

底を行っていきたいと思っていますが、３月の

卒業式は３年ぶりに来賓や地域の方を招いて行

う予定にしています。少しずつコロナ前の日常

に戻す取組も始めたいと考えています。 

 また、３学期も半ばを過ぎ、５年生以下の子

ども達は、３月３日（金）の「６年生を送る

会」に向けて一生懸命に準備を進めています。

６年生にとっても、３月２０日（月）の卒業式

まで、残り３週間ほどとなりました。在校生も

卒業生も１日１日を大切に過ごしてほしいと

思っています。 

４本柱「外国語教育の充実」

《英検Jr.》 

 １月２７日 

（金）には、 

「吉田中校区で 

大切にしたい４ 

本柱」の一つである「外国語教育」の取組とし

て、「英検 Jr.」を行いました。３・４年生は「ブ

ロンズ」、５・６年生は「シルバー」というグ

レードのヒアリングテストを行いました。「英

語の音やリズムに慣れ親しむ」や「日常生活で

の身近な事柄に関する簡単な語句や表現を聞

き、理解する」など、それぞれのグレードの到

達目標の検定ではありますが、これまでの外国

語教育の取組の成果を確認したり、今後の学習

意欲を高めたりするための活動でもあります。

また、この取組は、吉田小でも吉田中（全校生

徒）でも同じように行われています。 

 

４本柱「たたら・炭焼き体験」 

「吉田中校区で大切にしたい４本柱」の一つ

である「たたら・炭焼き体験」の取組として、

２月１日（水）には「小刀づくり」、２月２１

日（火）には「焼き入れ」を行いました。今回

も、鉄の歴史村地域振興財団さんにご指導いた

だき、「焼き入れ」は吉田小５・６年生と合同

で進めました。 
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《小刀づくり》 

まずは、小刀用の 

鋼材（前回の「小だ 

たら操業」で出来た 

鉧(ケラ)から財団さ 

んで作っていただきました。）に予め考えてい

たデザインを書き込みました。その後は、様々

な道具を使いながら、デザインに沿ってカット

したり、名前の刻印をしたりしました。 
 

《焼き入れ》 

前回、デザイン 

及びカットした小 

刀に財団さんのほ 

うで焼き刃土を塗 

っていただいた後、 

一人ずつ焼き入れ 

を行いました。ま 

ずは、ふいごで空 

気を送りながら小 

刀が赤くなるまで焼き入れし、一度水で冷まし

て焼き戻し、完全に冷めてから塗った土をきれ

いに洗い流しました。炎を使った最後の仕上げ

なので、緊張しながらだったと思いますが、丁

寧に作業を進めることができ、満足そうな様子

でした。また、当日は多くの報道機関が訪れて

おり、取材にも丁寧に応じることができました。 

 

校内研究 

１０月号で、 

校内研究につ 

いてお伝えし 

ましたが、２ 

月２０日（月） 

には、１・２ 

年学級が生活科の研究授業を行いました。 
 

《研究授業（１・２年学級）》 

今回は、単元『つながる 広がる わたしの 生

活』の中で、「グループでプレゼンテーション

資料を作る活動を通して、相手に伝えたいこと

を伝える方法を考えることができる。」ことを

ねらいにして行われました。 

吉田小１・２年生との交流活動の中で、今年

度生活科で学んだ町探検のことを発表するため

の準備学習として、吉田小さんに紹介したい町

探検で訪れた場所を一人が一か所選び、学習用

タブレット端末でプレゼンテーション資料を

作っていました。この時間までに紹介したい６

か所は、「ヤマザキショップ」「城山」「赤腹

地蔵」「和牛繁殖センター」「天が淵」「杉森

神社」と決まっており、そこで撮った写真を選

んで、パワーポイントに貼り付けたり、紹介文

を考えたりする時間となりました。今後は、作

成した紹介文を録音して、プレゼンテーション

資料として完成させるようです。 

２年生は昨年度の１月から、１年生は今年度

の４月から一人一台の学習用タブレット端末を

活用して、様々な学習を行ってきましたが、こ

の時間でも画像挿入や文字入力などをスムーズ

に行う姿を多く見ることができました。また、

ペアで活動に取り組む中で、相手意識を持って

協働的な姿も多く見ることができ、この１年間

の大きな成長を感じることができました。 
 

《オンライン交流学習》 

 この研究授業 

に関連して、２ 

月７日（火）に 

は、吉田小１・ 

２年生とオンラ 

インによる交流 

学習を行いました。この日は、吉田小さんの国

語学習のまとめの発表を聞き、感想などをお伝

えすることができました。この活動を通して、

前述した吉田小さんへ町探検の学習を発表する

ことに向けて意欲を高めることができました。 

 

一日入学 
２月９日（木） 

には、令和５年 

度入学予定のお 

子様とご家族の 

方に来校いただ 

き、１日入学を行いました。１・２年生は、入

学予定のお子様を招いた交流会の中で、「学校

紹介」をしたり「紙コプター」を一緒に作った

りして、楽しく過ごすことができました。参加

した皆さんの４月入学への期待が高まる活動に

なりました。 
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学校評価 

今年度も保護者の皆様にご協力いただき、学校評

価を行い、自己評価（保護者・児童・教職員のアン

ケート結果をまとめたもの）の結果が以下の表のよ

うになりました。この自己評価を総合的に成果と課

題として考察し、出てきた改善策（案）を第２回吉

田CS学校運営協議会にて報告いたします。この会

でいただいた意見も併せ、次年度の教育活動改善に

活かし、より良い学校経営につなげていきたいと考

えています。 

【Ⅰ】「田井っ子づくり」については、「自ら学び

よく考え表現できる子どもづくり（知）」「心豊か

で思いやりのある子どもづくり（徳）」「元気で粘

り強くがんばる子どもづくり（体）」それぞれの項

目により違いはあるものの、概ね良い評価となりま

した。課題として挙げられていた「家庭学習」「読

書活動」「基本的生活習慣」の３項目において、数

値的には、まだ十分満足とは言えないものの取組の

内容や子どもたちの意識は改善されつつあります。

引き続き改善に努めていきます。【Ⅱ】「信頼され

る学校づくり」についても概ね良い評価をいただき

ましたが、校庭遊具の整備や地域・他校との交流学

習の内容に課題がありました。関係機関へ働きかけ

たり地域コーディネーターとの連携を深めたりして

改善に努めたいと考えています。 

（％で表示されているところが肯定的評価の部分です。） 

 

 

【Ⅲ】「その他（具体的記述）」では、「子どもの

行動や思いを尊重してもらっている。」との肯定的

評価をいただくことができました。しかし校内で子

ども間のトラブルが続いて起きたことがあり、それ

を不安視するご意見もいただきました。コロナ禍に

おいて少ない教職員が皆協力し子どもたちの成長を

支えてきましたが、安心・安全な学校づくりこそ、

一番に目指している学校の姿です。今後とも皆様か

ら信頼される学校を目指し、これまで以上に努力し

てまいります。 

今後とも学校への要望等ありましたら、遠慮なく

お伝えください。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★日々田井小学校のHPを更新中です。子どもたち

の学習や行事活動の様子、日常の１コマなどをわか

りやすく掲載しています。是非ご覧ください。 
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①基礎・基本の徹底

②分かる・できる・楽しい授業

づくり

③豊かな表現力の育成

④家庭学習習慣の形成

⑤自尊感情の高揚

⑥人権・同和教育、道徳教育、

特別支援教育の推進

⑦読書活動の推進

⑧ふるさと教育の充実と

「『夢』発見プログラム」の推進

⑨基本的な生活習慣の確立

⑩体力向上における積極的な

取組

⑪食育を含めた健康教育の推

進

⑫危機管理意識の高揚

田井っ子づくり
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⑴情報発信の充実

⑵学校評価を生かした教育実

践

⑶危機管理体制の点検・整備

⑷教育環境の充実と整備

⑸保小中連携教育の推進

⑹PTAとの連携強化

⑺コミュニティー・スクールの

推進

⑻地域との交流活動の充実

⑼服務規律の確保

⑽校内研修の充実

⑾教職員の授業力の向上

⑿事務処理の的確な実施

信頼される学校づくり

令和５年度 改善策（案）のポイント 

（知）家庭学習：中学校までにつけたい力を中

学校区で話し合い、タブレットの活用も含めた

家庭学習の内容を検討し実施していく。 

（徳）読書活動：校内の読書環境の改善を読書

ボランティアと連携して行っていく。また家庭

で週末に行う読書（週末読書）を勧めていく。 

（体）基本的生活習慣：児童への全体指導を行

うだけでなく、個別指導や保護者との懇談など

も行う。学校保健委員会も活用し改善を図る。 
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今月もご支援ありがとうございました 
この１ヶ月の間も多くの地域の方に学校に来て

いただき、子ども達の「よりよい成長」を支えて
いただきました。ありがとうございました。 
 

《町探検》 

 １・２年生が、生 

活科の学習として町 

探検を行っています。 

今月は、３日（金） 

に曽木探検を、１５日（水）に湯村探検を行う

ことができました。 

曽木では、ミニしめ縄作りやカルタ遊びを体

験することができました。 

湯村では、泊 

まれるレストラ 

ンなどのお店を 

見学したり、温 

泉を体験したり 

することができました。 

多くの地域の方のご指導・ご支援で、様々な

場所でたくさん学ぶことができました。 
 

《地域医療教育》 

 ２月７日（火）には、 

５・６年生が田井診療所 

を訪問し、雲南市立病院 

の方のご指導のもと、簡 

単な医療体験や診療の見 

学、医師の方の話を聞く 

ことなどができました。 

地域医療の現状や課題を知ることで、自分が将

来に果たすべき役割について考える機会となり

ました。 
 

島根県書初め展出品作品 

 １月号で紹介した「校内書き初め会」で仕上

げ、島根県書初め展に出品した力作です。 

 

 

 

 

 

 

 

入賞おめでとう 

《島根県版画展》 

◆優秀賞 

 １年 金森 遥希さん 

３年 堀江 将輝さん 

 ５年 陶山 一真さん 

６年 陶山 妃奈さん 

 

 

 

 

 

 
  
 

◆優良賞 

１年 大島 悠生さん   １年 陶山 拓真さん 

１年 堀江 直輝さん  ４年 大谷 晴哉さん    

◆佳作 

 ２年 小田 武さん  ２年 藤原颯志朗さん 

 ４年 堀江 亮二さん  ４年 堀江 聖竜さん 

 ６年 和泉 奏美さん 

  

《雲南市小学生書初め展》 

◆金賞        ◆銀賞 

 ５年 陶山 一真さん  ６年 和泉 奏美さん 

◆銅賞 

 ４年 大谷 晴哉さん ３年 堀江 将輝さん 

 

 
 

 

今後の主な行事予定（～3/31） 
＜2 月＞ 

24日(金) 吉田小との交流会(1・2年) 
28日(火) 漢字名人1 

＜3 月＞ 
3日(金) 6年生を送る会 漢字名人2 
6日(月) 漢字名人3 
7日(火) 漢字名人4 ＰＴＡ全体会4 
8日(水)  三浦スクールカウンセラー来校 
9日(木) 漢字名人5 
10日(金) 漢字名人6 
16日(木) 卒業式リハーサル 
17日(金) 支援ボランティア(卒業式準備) 
19日(日) うんなん家庭の日 
20日(月) 卒業式 
23日(木) 給食最終日 
24日(金) 修了式 離任式 


