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多治見市立共栄小学校
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教育目標： なかよく かしこく たくましく
３本柱：さわやか挨拶

聞き方・話し方名人

いきいき運動

お子さんのよりよい成長のために（お願い）
校長
お子さんのよりよい成長のためには，家庭と学校と地域の三者の連携・協力が必要です。お子
さんの基礎学力向上のために保護者のご理解と，ご支援ご協力をお願いします。
Ｑ：
「月～金曜日、１日当たりどれくらいの時間、テレビゲーム(コンピュータゲーム、携帯式
のゲーム、携帯電話やスマートフォンを使ったゲームを含む)をしますか？」
Ａ：４時間以上８％、３～４時間４％、２～３時間１６％、１～２時間２９.３％
Ｑ：
「月～金曜日、１日当たりどれくらいの時間、テレビやビデオ・ＤＶＤを見たり聞いたりし
ますか？」
Ａ：４時間以上１６％、３～４時間２１.３％、２～３時間２２.７％、１～２時間２４％
Ｑ：
「学校の授業以外に、月～金曜日、１日当たりどれくらい勉強しますか？（塾等も含む）
Ａ：３時間以上６.7％、２～３時間１３.３％、１～２時間３３.３％、３０分～１時間
４１.３％

（Ｈ２６年度本校の全国学力・学習状況調査より）

どのように思われますか？ゲームの時間とテレビ視聴等の時間，そして，
学習時間を見比べてください。６年生の家庭学習の時間が、塾等で学習す
る時間を含めて，３０分～２時間の子どもが７４.６％です。特に３０分～
１時間の子どもが４１.３％もいます。これだけでは、とても十分とは言え
ません。基礎学力の向上には，保護者の皆さんのご協力が必要です。

【保護者の皆さんへのお願い】

Ⅰ

早寝・早起き・朝ごはんと朝の排便ができるように
「朝食を毎日食べていますか？」に対し、「全く食べていない」というお子さんもいます。

また、
「あまり食べていない」お子さんもいます。たとえ人数は少なくても心配です。
お子さんが早く寝て、早く起き、朝ご飯を食べて登校できるようにお願いします。成長する
時期に朝食が食べられないというのは、健康上心配です。強い体ができないのでないかと思い
ます。朝食は、学校での勉強や生活の原動力です。
それと、ぜひ朝排便して、スッキリして登校させてください。
おなかの中がすっきりしていないと腹痛になることもあります。

Ⅱ

子どもの登校を笑顔で送り出して
毎朝明るく笑顔で
「いってらっしゃい。」と送り出してください。

それだけのことで，子どもは気持ちが落ち着き、｢がんばろう｣と
いう気持ちになるのです。

ある調査では，
「朝，お母さんの機嫌が悪いと，朝ご飯がおいしくない」という回答が一番多
くあった，と記憶しています。
子どもたちが「元気に登校」できるためにも，
「頑張るぞ」という気持ちになるためにも，よ
ろしくお願いします。

Ⅲ

褒めて励まして
どんな小さなことでも子どもが自分でできたことがあったら、褒めましょう。できて当然で

はなく褒めましょう。褒められて自信をつけ、様々な事に挑んでいくようになります。
「褒める
ことがない！」いえいえ，そんなことは絶対にありません。どのお子さんも，よいところがあ
ります。もし，よくないことをしていたら，「こうするといいよ。」と教えて，やらせて褒めれ
ばよいのです。自分のよさ，自分の価値，自分の素晴らしさに気付いて，自分を大切にする子
どもに育てたい。自分を大切にするように他者を大切にする人間に育ってほしいと願います。

Ⅳ

家庭学習を見て
担任は，ほぼ毎日宿題を出しています。Ｑ：「家で，学校の宿題をしていますか？」Ａ：「し

ている８０％」です。していない２０％のお子さんは心配です。前頁のＱの回答のように，６
年生で学校外での学習時間が１時間以下のお子さんが４１.３％もいます。
家庭学習の習慣化の
ためにも，学校で学習したことを定着させるためにも，理解を深めるためにも，必ず毎日家庭
で学習することを続けさせたいと考えます。
中学校に進学すると，システムが小学校とは大きく異なるため，肉体的にも精神的にも負担
が大きくなることを「中 1 ギャップ」と呼びます。家庭学習もその一つで，各教科担当から出
されるため宿題の量も増え，さらに予習復習が必要になります。小学校時代にその基礎を作っ
ておくことが，とても大切なのです。
できれば，ずっと横についていて，やり終わったら答え合わせをしていただきたい。しかし，
無理な方もいらっしゃるでしょう。家事でも読書でも，何かしながらで結構ですので，近くで
見守っていただければと思います。できなければ，学習し終わった後に，学習したノートを見
て，
「今日もよく頑張ったね」と褒めてくださるだけでも結構です。きっとそれだけで，お子さ
んはやる気になってまた頑張ろうと思うはずです。
時間はおおよその目安として以下の様です。
１年…最低２０分程度，２年…最低３０分程度，３年…最低４５分程度，
４年…最低１時間程度，５年…最低１時間１５分程度，６年…最低１時間３０分程度

Ⅴ

親子読書を最低１０分
読書は，
言葉の数を増やし知識を増やすだけでなく，想像力を高め，

豊かな人間性を育てます。読書をする子どもほど，学力は高いことが
全国学力・学習状況調査の結果からもわかっています。本校６年生で
は，月曜日から金曜日に毎日１０分よりより少ない読書時間のお子さ
んが２０％，全く読まないお子さんが１４.７％もいます。毎日１時間も読書することは難しい
と思います。しかし，全く読まないのはだめです。せめて１日１０分でもよいので，漫画や絵
ばかりではない本を読む時間を楽しんでほしいものです。保護者の方もお子さんと一緒に読書
タイムを楽しみませんか。同じ本でも，違う本でも横に並んで読書したり，親が読み聞かせし
たり，お子さんの音読を聞きながら家事をしたり，とにかくお子さんが読書する機会を増やす
ご協力をお願いします。

前期終業式･後期始業式（１０月１０･１４日）
挨拶運動の呼びかけ(生活委員会)

前期の終業式の後、３連休をはさんで後期のスタートです。
１年間の折り返し地点を迎えて、各学年の代表の児童が前期の成長と課題、後期の目標につい
て、全校の前で堂々と語りました。後期は、中学校進学や次の学年への進級を意識して、具体的
なめあてをもって、一つ一つできることを増やしていきましょう。

資源回収･愛校作業（１０月１９日）
地区委員会の皆様には、資源回収について事前
の準備と当日の回収活動を進めていただき、あり
がとうございました。また、協力していただいた
地域の皆様にも感謝申し上げます。
引き続き行われた愛校作業にも多数ご参加いただきました。各学年に分かれて、普段の清掃活
動ではなかなかできないような作業に取り組んでいただきました。中には、一緒に参加した児童
が大人の方に、道具の使い方など教えてもらいながら汗を流す姿も見られました。

委員長任命式（１０月２４日）
後期の委員長の任命式を行いました。校長先生から任命書を受け取
った後、壇上で委員長が各々の決意や活動方針について力強く語りま
した。ぜひ、委員会のみんなと協力し、委員会の活動を通して、共栄
小の生活をよりよいものにしていくことを期待しています。

「授業参観・教育講演会(～卒業生からのメッセージ～

佐藤梓トーク＆ライブ)」
平成２６年１１月８日（土）
８：１５ ～ ８：２５ おりべタイム「読み聞かせ」(各教室)
８：４５ ～ ９：３０ 授業参観(各教室)
１０：００ ～１１：１０ 教育講演会(体育館)
１１：３０ 学年下校
◇お子さんと一緒に歩いてお越しになることをおすすめします。
◇駐車場については運動場を開放しますが、学校周辺にお住まいの方や公園利用者の迷惑にならな
いよう、また互いに安全に十分留意していただくようお願いします。
（母親委員の皆様には、駐車場係をお願いします。）
◇期
日
◇主な日程

親育ち

多治見市教育委員会
「自分らしく」とは

市が「多治見市子どもの権利に関する条例」を制定して、１０年が経ちました。この条例は、
「子ど
もが、安心して自分らしくいきいきと生活し、様々なことに挑戦しながら、自立した社会性のあるお
となへと成長すること」を目指しています。また、１１月２０日を「たじみ子どもの権利の日」とし
ていて、各学校では、毎年この時期に「子どもの権利」を意識した指導をしています。
さて、上記の目指していることの中の「自分らしく」とはどんな生活なのでしょう。
自分の思いを家族や友達にうまく伝えることができることや理解しあえること、自分で決めた目標
に向かって努力ができること・・・その他にも多くのお考えがあるでしょう。
子どもが「自分らしく」生活していけるために、家族（親）は日々の暮らしの中で何を大切にする
とよいのでしょうか。この機会に、家族で話し合ってみましょう。

１１月の行事予定
日にち

学

校

行

事

ＰＴＡ関係

１

土

２

日

３

月

文化の日

４

火

教育実習開始(～12/1) クラブ 下校 14:30(1 年)15:15(2･3 年)16:00(4～6 年)

５

水

下校 15:15(集団下校)

６

木

委員会

７

金

８

土

９

日

１０

月

振替休業日

１１

火

小泉小研究会のため３時間授業(給食なし) 下校 11:15(学年下校)

１２

水

校外学習(１年)

１３

木

就学時健診のため 3 時間授業 12:50(集団下校)

１４

金

市教研のため 3 時間授業 13:15(集団下校)

１５

土

１６

日

１７

月

１８

火

校外学習(２年) クラブ 下校 14:30(1 年)15:15(2･3 年)16:00(4～6 年)

１９

水

校外学習(５年)

２０

木

２１

金

２２

土

２３

日

勤労感謝の日

２４

月

振替休日

２５

火

委員会

２６

水

下校 15:15(集団下校)

２７

木

２８

金

２９

土

３０

日

PTA 本部会

下校 15:15(1～4 年)16:00(5･6 年)
講演会前日準備

授業参観

読み聞かせ 教育講演会

下校 11:30(学年下校)

読み聞かせ･教育講演会

下校 15:15(集団下校)
挨拶活動

交通指導

下校 15:15(集団下校)

大縄大会

共栄地区文化祭(まちづくり市民会議主催：4 年･合唱：２･３･６年･作品展示)

下校 14:30(1 年)15:15(2～4 年)16:00(5･6 年)

研究会のため 5 時間授業 下校 13:30(1 年)15:15(2～6 年)

〔１２月の主な予定〕
１～ ５日
４日
８～１２日

１５～２２日

家庭学習強化週間

大掃除週間

１７日 大きななかよしタイム

校外学習(４年)

２２日 歯科巡回指導(１～３年･支援)

個別懇談

２７～1/７日 冬休み

