
学 校 だ よ り 
 

 

 

12 月 3 日にマラソン記録会を行いました。今年度のマラソン記録会は，校外の道路を

走る危険性を考慮し，主に学校敷地内を走るようコースの見直しを行いました。あわせて

距離も変更し，低学年 4 周（１０００ｍ）中学年５周（１２５０ｍ）高学年６周（１５０

０ｍ）としました。これまでより距離が短くなったことや，応援の方にずっと見て頂ける

ことから，マラソンが苦手な児童も自分の目標を立てて前向きに頑張ることができました。

マラソンが得意な児童もいれば苦手な児童もいます。マラソ

ン記録会では，順位だけを目標とするのではなく，１人１人

「自分に勝つ」ことを目標に取り組んできました。「昨日の自

分よりタイムを縮めることができた。」「最後まで走りきるこ

とができた。」そんな姿を目指しました。 

保護者の皆様には，このような子供達の頑張りを支えてい

ただき，また，学校の教育活動へご理解ご協力をしてくださ

り，本当にありがとうございました。 

冬休みは，年末年始と家族で過ごす時間が多くなります。

ぜひ，家族の一員として子供達にお手伝いをさせてくださ

い。校長も，終業式の式辞の中で話しています。そして，し

っかりと「ありがとう」と伝えてください。家族の温かさを

感じることで，新年への活力となることと思います。 良いお年をお迎えください。 

 

 

 

第５６回 尾道市青少年健全育成大会 

最優秀賞 ３年 丸林 龍生 

優秀賞  ２年 廹田 徠芭 

優秀賞  ６年 高岡 柚季 

入選    ６年 池田 心菜 

 

最優秀賞の丸林龍生君は，11 月 20 日 

(土)にテアトロシェルネで行われた表彰 

式で，堂々と作文発表を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年１２月２３日 

尾道市立三成小学校 

    ―未来に向かい 自ら学び 行動する 三成っ子の育成 ―        年末号 

第４６回 「ごはん・お米とわたし」作文・図画コンクール 
特選  ３年 中野 結子  

※来年度のカレンダーに作品が掲載されることとなりました！！ 
 
令和３年度 JA 共済小中学校書道・交通安全ポスターコンクール 

〈交通安全ポスター〉 
特別賞 ５年 田渕 七星 

〈書道〉 
  半紙の部 佳作 ２年 大田 清陽 
  条幅の部 佳作 ３年 上川 ちひろ 
 
令和３年度環境と健康のポスター・標語コンクール 
  学校奨励賞 ５・６年生※５・６年生全員で取り組み，賞を頂きました！ 
 
第１７回 尾道市小中学校芸術祭 
書写の部 市長賞  ５年：上川 留侍 
     教育長賞 ２年：佐藤 美波 

金 賞  １年：小川 双葉 
金 賞  ３年：上川 ちひろ 

図画の部 金 賞  ３年：佐原 琉羽 
※入賞作品については，１２月下旬に Web 作品展が開催される予定です。 
 
たくさんの人が賞に選ばれています。おめでとうございます！ 

とても素晴らしい作文を
書くことができました！ 

 

 
 

日 曜 １月　行事予定【前半】 日 曜 １月　行事予定【後半】

1 土 17 月
ブロック校長会（三成小）②授業参観

2 日 18 火

3 月
年末年始休業日

19 水

4 火 20 木
児童集会（Ｒ４前期児童会選挙告示）

参観日４・５・６年（6年薬物乱用防止教

5 水
スクールカウンセラー相談日

21 金
選挙活動（昼放送）

参観日１・２・３年

6 木 22 土

7 金
３学期始業式・給食開始

23 日

8 土
三成とんど前日準備

24 月
クラブ活動　選挙活動（昼放送）

9 日
三成とんど

25 火
ルピナス 　スクールカウンセラー相談日

Ｒ４前期児童会選挙

10 月
成人の日

26 水
ＡＬＴ

11 火
委員会活動　※月曜時程

27 木
三成小公開研究会（小原先生,楢崎先

生）

12 水
身体測定１２３年　ＡＬＴ

28 金
移動図書

13 木
身体測定４５６年　一斉下校　地区児童会

（朝）　選挙候補者説明会（昼） 29 土

14 金
全校集会（学級委員認証式）

食育6年 30 日

15 土 31 月
新入学児童保護者説明会15:00～16:15

16 日

冬

休

み 



 

 

○冬休みは，１２月２４日（金）～１月６日（木）までの１４日間です。１月７日から元気

よく登校できるようによろしくお願い致します。尚，学校は，１２月２９日（水）から１

月３日（月）まで，年末年始のため休業となっています。 

○新型コロナウイルス感染症については，現在感染者数が減っていますが，新たにオミクロ

ン株について流行の兆しがあり，懸念されます。年末年始も，手洗い・消毒・マスク等の

感染防止対策を行い，お気を付けてお過ごしください。新型コロナウイルス感染症の疑い

や，家族が感染した場合，または PCR 検査を受けられた場合は，学校へご連絡くださ

い。 

尚，学校では子供達へ，新型コロナウイルス感染症に関する誹謗・中傷等は，絶対に許

されないことであることを指導しています。誰かが傷つけられている等，気になることが

ありましたら，遠慮なくご相談ください。また，ご家庭でも，このことについて，ご指導

よろしくお願い致します。 

○今年度も，１月９日（日）に，本校のグラウンドで「三成とんど」を行う予定です。子供

達の作品もとんどの周りに飾る予定です。三成小の子供達が元気に過ごし，新年が良い年

になりますように願いたいと思います。ご都合の付く方は，ご参加ください。 

○３学期には，全学年で休み明けテストを予定しています。テストの内容は冬休み帳で学習

する内容です。ご家庭でお子さんの学習について確認し，理解ができていないところを一

緒に取り組んで頂けると助かります。１回目のテストで合格できるよう，ご協力よろしく

お願い致します。 

○広島県視覚障害者団体連合会より，「書き損じハガキや未使用ハガキ，切手，テレホンカー

ド」のご寄付のお願いが，学校へ届いています。年賀状等で書き損じたハガキや未使用の

ハガキなど，ご寄付頂ける場合は，学校へ持ってきてください。担任又は教頭へ渡してく

ださい。 

 

 

先日のアンケートから，学校評価（学校に安心して通わせることができる。）について，保

護者の方の数値をまとめると，肯定的評価９５．７％でした。 

 ご意見には，「学校で何かあったらすぐに知らせてくれるから。」「学校へ行くことが楽しい

と言っている。」など担任と家庭との連携や子供との信頼関係ができていることがありまし

た。その他，持ち帰り荷物の軽減や服装についてのご相談もありました。持ち帰り荷物につ

いては，学校でも検討し軽減できるよう考えました。服装については，いろいろ思われるこ

ともあるかと思いますが，基本的には生徒指導規程や三成小ガイドブックに示された内容で

指導しています。ご理解をお願い致します。 

 

 

 

今年度，５月に６年生が実施した全国学力テストの結果について，お知らせ致します。 

この結果から，三成小学校６年生の子供達は，全国平均や県平均より国語は約１０ポイン

ト上回り，算数は５ポイント上回っていることが分かります。とても良い結果となりました。

これは，６年生の子供達がこれまで積み重ねた学習の結果だと思います。６年生の子供達は，

字を丁寧に書くこと，人の話をよく聞き自分なりの考えをもつこと，学習課題をやりきるこ

となど，学習に前向きな姿がよく見られます。これらの姿が下学年の児童へもつながり，三

成小学校全体で児童の主体的な学びが広がるように取り組みたいと思います。 

更に詳しく分析すると，国語・算数の領域ごとにこのような結果になりました。 

〈国語〉               〈算数〉 

 

全ての領域が，県・国と比べて平均以上となっています。とは言え，国語の「読むこと」

「書くこと」算数の「図形」は他領域と比べて低い点となっています。これらは全国的な課

題ですが，本校でも重点的に取り組み，児童が主体的に学ぶ力を育てていきたいと思います。 

 

 

２学期に行った「いじめ・体罰アンケート」にご協力頂き，ありがとうございました。今

回のアンケートにおいて，いじめに関する重大事案はありませんでした。しかし，小さなト

ラブルや保護者の方が心配に思われていることについて知ることができました。保護者の方

と連携することができ，早期に解決することができました。 

学校では，このアンケート期間だけでなく，相談窓口を設けています。いつでもご相談く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 三成小学校 広島県 全国 

国語（平均正答率） ７５ ６６ ６４．７ 

算数（平均正答率） ７５ ７０ ７０．２ 

いじめ・体罰アンケートありがとうございました！ 

体罰，セクシャル・ハラスメント相談窓 

教  頭 丸山 裕子 

教務主任 梶田 典子 

養護教諭 中森 真季亜 

生徒指導主事 胡麻田 哲也 

スクールカウンセラー相談日 

今年度の相談日は以下の通りです。 

① １月５日（水）9:00～12:00 

② １月２６日（水）9:00～12:00 

③ ２月２日（水）9:00～12:00 

ご希望の方は，養護教諭へ連絡ください。 

学校評価（学校に安心して通わせることができる。） 
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早急な改善

２学期 

三成小 広島県 全国
言葉の特徴や使い方に関する事項 79.8 69.6 68.3
話すこと・聞くこと 86.0 79.1 77.8
書くこと 69.7 64.0 60.7
読むこと 58.8 48.4 47.2

三成小 広島県 全国
数と計算 73.0 63.6 63.1
図形 57.9 57.2 57.9
測定 78.1 75.1 74.8
変化と関係 83.3 76.2 75.9
データの活用 77.9 76.2 76.0


