
学　校　概　要

平成３１年度



○ 学校開放日(自由授業参観） ○ 全校田植え・稲刈り
○ 図書ボランティア     農家の田圃（教育田）をお借
○ 親子レクリェーション 　 りしての全校児童での米作り
〇 親子教室・家庭教育学級
　　

○「助け合える子」を育むために

○ トウサワトラノオ観察会

○ 親子奉仕活動
○ 安全パトロール
○ ファミリエ下野市民運動
○ 家庭学習の習慣化
○ 親子読書の推進
○ 秋季大運動会
　 地域の方々も多数参加する
　 運動会 　 

○ 蔵王祭
　 持久走・学習発表・おにぎり
　 ＆西校汁の会食・バザーなど

○ 蟹川の集い（農村環境保全会）

○ どんど焼き（育成会）

    イ 健康の保持増進と保健指導の推進
    ウ 安全教育の徹底・強化

○ 「高め合える子」を育むために

        向上を意識した授業改革
    イ 思考力・判断力・表現力等の能力

    ウ 主体的に学習に取り組み意欲を伸
        ばす授業改革

    エ 情報モラル教育の推進

    イ 人権教育の推進
    ウ キャリア教育の推進

    オ 校種間交流の推進
    カ 体験的な活動の推進

○ 「やりぬく子」を育むために
    ア 体力の向上

教育目標

  ふるさとを愛し、夢に向かって高め合える子を育む
　　〔進んで学ぼう〕　　　○　自ら学んで互いに高め合える子 　
　　〔心をみがこう〕　　　○　心豊かで助け合える子　 
　　〔体をきたえよう〕　　○　体をきたえやりぬく子　 

 　ア 基礎・基本の定着を目指した実践

　 エ 教育相談指導の推進

    キ 一人ひとりを生かす特別活動の推進

    エ 読書活動の充実

    オ 評価を生かした学習指導法の工夫
        改善

    ア 道徳教育の推進

主体性と社会性を伸ばす西校の教育
～ 自分でやってみよう　　みんなでやってみよう ～

家庭とともに 学校では 地域とともに

 

 

○ 望ましい人間関係の構築 
   ア 学級生活満足度テスト（ＱｰＵ）の実施と活用  
  イ  異年齢集団活動の充実  ウ  教育相談の充実（Ｓカウンセラー等）   
  エ  学級活動の充実  オ 児童会活動の充実  

○ 一人ひとりの教育的ニーズに応える支援の充実 
   ア 個別の指導計画や特別支援計画の作成実施及び合理的配慮の実 

   践  イ 校内支援体制の活性化と関係機関との連携 
○ 児童と教師が共遊・協働・共感することを通しての信頼関係の構築    

○ 基本的な生活習慣や規範意識の定着と、学びを育む学習環境づくり 
  ア 「せいかつのきまり」の徹底  イ 学びが生きる教室環境 

  ウ 家庭における学習習慣の定着    
○ 家庭への安心感の提供 

  ア 家庭訪問等による密な連絡 イ 個人面談の充実（夏季面談他常時） 
  ウ 適切な情報開示と話合い  エ 緊急災害・事故時の適切な連絡       

基盤となるのは 学 級 経 営 



主な学校行事及び地域関連行事
月 月 月

４月 始業式（８日） ８月 蟹川の集い（農村環境保全会） １月 どんど焼き（育成会）

入学式（９日） 親子奉仕作業（３１日） 給食週間（２０～２４日）

交通安全教室（１１日） ９月 全校稲刈り（１３日） なわとび記録会（２２日）

１年生を迎える会（１２日） 秋季大運動会（２１日）

２月 自由授業参観②（１２日）

６年生を送る会（２８日）

10月 前期終業（１１日）後期始業（１５日）

家庭訪問（２２，２３，２４日） 市児童表彰式（１６日）
PTA総会・授業参観①（２６日） 就学時健診（１８日）

５月 全校田植え（１３日） 市陸上記録会（３０日） ３月 卒業式（１９日）

教育相談・学習相談期間 修了式（２４日）

（１３～３１日）

修学旅行（２３，２４日）

１年保護者給食試食会（２３日）

３・４年遠足（２８日）

１・２年遠足（３０日）

11月 合同演劇鑑賞会（７日）

６月 創立記念日［１４６周年］（１日） 蔵王祭（１６日）

校内音楽鑑賞会（７日） 教育相談・学習相談期間

（１１／１９～１２／６）　　　　

７月 臨海自然教室（１～３日）

自由授業参観①（１０日） 人権週間（２～６日）

夏休み（7／２１～８／３１） 12月 授業参観②（１８日）

個人面談（２２，２４，２５日） 冬休み（12／26～1／7）

行事内容 行事内容 行事内容



明　６．　６．　１ 大字上坪山東福寺を仮用し創立、子来学舎と称す 平　５．　８．２６ 校舎間屋根新設

大　３．　４．　４ 現在地に旧校舎落成 平　５．　８．２７ 登り棒新設

昭１６．　４．　７ 吉田村西国民学校と改称 平　６．１２．　８ 低鉄棒新設

昭２２．　４．　１ 吉田村立西小学校と改称 平　７．　３．３１ 体育館東壁修理完了

昭２６．　2．２４ 校庭拡張（２７８坪） 平　８．　１．１８ 的当て板新設

昭３０．　４．２９ 薬師寺村との合併により南河内村立吉田西 平１０．　８．２８ 体育館落成式

小学校と改称 平１０．１１．３０ プール全面塗装工事終了

昭３４．　１．２６ 校庭拡張（２９１坪） 平１１．　８．２３ 百葉箱設置

昭４３．　３．２１ 旧校舎を改築し、１０教室完成 平１２．　３．３０ ジャングルジム設置

昭４４．　２．２７ 体育館完成 平１２．　９．　４ 滑り台設置

昭４６．　４．　１ 町制施行により南河内町立吉田西小学校と改称 平１３．　９．２０ 調節式鉄棒設置

昭４８．１０．２５ 創立１００周年記念式典挙行 平１３．１０．１８ 栃小教研体育研究大会河内大会

昭４９．１１． 耕地整理により校庭拡張（４９６７㎡） 平１４．１２．　７ 「蔵王子どもの森」完成

昭５２．　９．２５ 米飯調理室改築 平１５．　２．２８ 校舎北側フェンス工事完了

昭５７．　８．２０ プール完成 平１５．１２．　８ 子どもの森に「森の家」完成

昭５８．　４．　１ 県教育研修センター研究協力校 平１６．１０．　８ 創立１３１周年記念撮影

町指定研究校　「算数」（昭５８．５９） 平１７．　８．２９ 東門扉設置

昭５９．　３．　１ 県教育研修センター協力校表彰 平１８．　１．１０ 三町合併により下野市立吉田西小学校と改称

昭５９．　３．　１ 特別教室完成（職員室他７教室） 平２２．　９．２３ 教室棟耐震補強工事終了

昭６０．１０．１０ 合併３０周年記念「希望の像」建立 平２３．　９．３０ 教室棟大規模改修工事終了

昭６３．１１．２５ 栃木県花いっぱいコンクール優秀賞 平２４．１０．２４ プール目隠し工事完了

昭６３．　４．　　 町教委指定「いきいき栃木っ子３あい運動」 平２５．１１．２５ ビオトープ「五霊池」完成

　　～平元．１０ 推進校 平２６．　３．２５ 防球ネット延長工事完了

平 元．１０．２４ 同公開研究発表会 平２６．　６．１９ 県地域連携重点推進モデル事業

平　２．　３．３０ 野球バックネット、防球ネット完成 平２７．　８．２１ 普通教室空調設備工事完了

平　３．　４．　１ 県・町教委指定研究校　「同和教育」 平２８．　３．３１ ランチルーム壁張替工事完了

平　３．　４．２０ 飼育小屋完成 平２８．　８．３１ 体育館吊り下げバスケットゴール等修繕工事完了

平　３．　９．　４ 旧校舎改修工事第１期終了 平２９．　３．２９ 給食室南防球ネット張替工事完了

平　３．１１．２９ コンピュータ室完成 平２９．　４．　１ 県教委学力向上応援団派遣事業～H30

平　４．　３．１９ 給食室、ランチルーム完成 平２９．　４．　１ 小中一貫教育推進研究学校指定事業～H32

平　４．　９．１６ 旧校舎改修工事第２期終了 平３０．　４．　１ 下野市立小・中学校に学校運営協議会設置

平　４．１１．１９ 県・町教委指定研究校　「同和教育」公開研究発表会 平３０．１０．　１ 県農業振興事務所花卉イノベーション推進事業

 

学校の沿革



教職員
校長 塩沢　建樹
教頭 橋本　俊明
教務主任 鈴木　　薫
１年担任 杉山　　薫 （学主）
２年担任 藤田　裕子 （再任）
３年担任 澤田　杏美
４年担任 横田　千絵
５年担任 園部　幸男 （児主）
６年担任 山口　弘樹
養護教諭 小菅　まいか （保主）
事務（主事） 伏田　琴美
公仕 川中子富美子
学校生活支援員 後藤　尚子 （介助）
学校生活支援員 上野　礼子 （図書）



５月１日現在

学　年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合　計

児童数 7 11 18 11 19 12 78

５月1日現在

地　区 絹　板 絹板台 台坪山 西坪山 上坪山 的　場 東　根 合　計

児童数 7 16 23 11 5 5 11 78

児童数

地区別児童数


