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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
校長

平成２７年度の全国学力・学習状況調査の結果が公表されました。
本校の平均正答率は，
「国語Ａ」
「国語Ｂ」問題は岐阜県の平均とほとんど同じでした。
「算数Ａ」
問題は，岐阜県及び全国平均を少し上回る好結果でした。
「算数Ｂ」問題は，県平均とおおむね同
じでした。本年度初めて実施された理科は，岐阜県及び全国の平均正答率と全く同じと言える結
果でした。
生活に関する調査では，
「自分にはよいところがあると思いますか」と言う質問に対して，本校
では４４.４％の児童が「当てはまる」と答えています。全国や県の３６％を大きく上回っていま
す。また，
「どちらかえ言えばそうだ」と答えた児童は３６.１％です。８０％以上の児童が自分
には何かしらよいところがあると思っています。少しずつですが，
「ほめて育てる」指導・教育の
効果があらわれてきています。
しかし，見方を変えると、自信をもって自分にはよいところがあると答えられる児童は半数に
満たないわけです。できれば全ての児童が自分のよさを自分で認めることができるようになって
ほしい，児童が自分に自信をもつことができるように教育を推進していきたいと考えています。
さて，
「学校へ行くのは楽しいと思える」児童は６３.９％で，岐阜県平均と比較して，１０ポ
イント以上も高くなりました。
「元気に登校，笑顔で下校」をスローガンに，三本柱を大切にして
行ってきた教育の成果がここでもあらわれてきたと感じています。全ての児童が，楽しいと思え
るように今後も精一杯がんばります。
私たちは，よい結果は嬉しく思いますが，数値を見て一喜一憂するのではなく，継続すべきは
継続し，改善すべきは改善して今後も地道に努力を続けていく覚悟です。以下は，これからも続
けていくことです。
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聞き方・話し方名人を徹底して指導します。
授業のめあてを必ず提示し，授業のまとめを行います。
授業では，１００～２００字程度で意見などを書く場をできるだけ作ります。
一人一人の子どもの答えを確かめます。
挙手した子どものみの発言で終わらせず，他の子どもが意見をつなげられるようにします。
学級・グループなどで話し合う活動を増やします。
一人一人の子どもが，本文を読むことができるように努力します。
一人一人の子どもが，新出漢字が正しく書けるように努力します。
意見の根拠を必ず本文に求めさせ，本文を根拠とした意見を大切にします。
読書の量や質を高めるように努めます。
家庭学習（宿題を含む）の内容の充実と見届けをします。
子どもたちをほめます。

☆ 家庭学習に関しては，昨年度よりも県や全国と比較しても少なくなっています。子どもたち
の将来のことを考え，小学生のうちに自分で学習する習慣を身に付けさせたいと考えます。ぜひ
ご家庭でも児童の学習の様子に目を向けてくださるようにお願いいたします。今後とも，保護者
の皆様と学校とが，児童の幸せのために力を合わせて進んでいくことができますようにご支援と
ご協力をお願いします。

連れ去り未然防止教室

１･２年生（９月１日）

県警の「たんぽぽ班」を迎えて、いざというと
きの行動について学習しました。特に今回は、
「命
を守る距離」について教えていただきました。不
審者から安全に逃げられる距離より近づかないこ
とを、指導者と代表の児童との実演を通して学び
ました。

命を守る距離

運動会の取り組み（８月２７日～９月１８日）

運動会のスローガン「最後まで仲間と協力し
て、全力でやりきろう」を意識して、運動会の取
り組みはもちろん、日常の生活（授業・掃除・給
食・係活動など）にも落ち着いて取り組んでいる
姿が印象的でした。６年生の姿を見て、膝をつい
て黙々と床ぶきをする１年生が増えてきました。
運動会で忙しいときでも、普段の生活に手を抜く
ことはありませんでした。
５・６年生は、係の仕事を通して、全校のため
に責任をもって働くことができました。特に６年
生はリーダーとして、意気に感じて活動していま
した。
中学年、低学年でも４年が３年に、２年が１年
に姿で示そうと頑張っていました。

運動会（９月１９日）
低学年・ドラえもんとおどろう

高学年・組体操

中学年・共栄ソーラン

９月に入り雨の日が多く、台風による臨時休校もあり、運動会の練習や準備の計画は変更の連
続でした。そんな中でも、運動会スローガンのもと、児童、そして職員は、できることを精一杯
やって取り組みを進めてきました。運動会当日は、これ以上ないほどの天気に恵まれ、演技や競
技、係の仕事に、思いきり活動することができました。
本校の運動会では、晴天に恵まれ、児童は最後まで精一杯取り組み、大変思い出深い運動会
保護者をはじめ、ご家族、地域の皆様にはご声援いただき、ありがとうございました。また、
ＰＴＡの専門委員、本部役員の方には、駐車場の整理や来賓の接待、写真撮影、そして、前日か
らの保護者席の整理にご尽力いただき、重ねてお礼申し上げます。地域、近隣の皆様には、学校
周辺の混雑についてご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。

お弁当・おにぎりの日（９月２５日）

「資源回収・愛校作業」

「朝４時半に起きて作ったよ。」
「卵焼きは、
昨日のうちに作っておきました。」いつもは食
べるだけの楽しみなのが、作る楽しさを味わ
い、一層おいしそうに食べていました。食生
活への関心を高め、作ってくださる人への感
謝の気持ちを育てるきっかけになったと思い
ます。今後も、夕食などでも取り組んでみて
はいかがでしょうか。

＊詳しくは、先日配布した案内をご覧ください。

資源回収について
◇日 時

平成２７年１０月１８日（日）午前８時より
〈小雨決行、雨天延期 予備日１０月２５日（日）〉
＊雨天延期の場合は、広報無線・メルマガで７：００までにお知らせします。
◇出し方 ・当日の朝８時までに、門口あるいは地区で決められた場所にお出しください。
・東山のご家庭は、各丁目のリサイクルステーションにお出しください。
◇回収物 ・新聞紙・段ボール・雑誌・牛乳パック・アルミ缶・古着類
※ビン類は集めません
＊地域の皆様にも、ご協力をよろしくお願いします。

愛校作業について
◇日 時
資源回収の後、午前９時３０分～１０時３０分に実施します。
◇実施学年 ３年生と６年生
＊６年生で、側溝掃除で使うスコップ等の道具をお持ちの方はご持参ください。
(持ち物には、ご記名をお願いします。スコップについては、幅の小さめの物が使いやすいと思います。)

「授業参観・教育講演会」

＊詳細については、後日ご案内を配布します。
◇期 日
平成２７年１１月７日（土）
◇日 程
８：１５～ 朝活動「読み聞かせ」
８：４５～ 授業参観(１時間目)
９：４５～ 教育講演会
１１：００
学年下校
◇教育講演会
演題：『子どもを育てる とっておきのメッセージ』
講師： 竹内 成彦 氏（心理カウンセラー）

親育ち

多治見市教育委員会

『子どもが「人の役に立つ」ことを学ぶ時』
夏休みが終わる直前の、PTA 主催の保護者と教職員との「学校環境整備作業」での、ある親子
の姿から考えさせられたことがあった。
作業の初め、二人は小さな声で話しながら、楽しそうな様子での草刈や草取りであった。参加
者の多くが疲れを感じる頃には、二人共黙々と取り組み、最後まで作業を続けて終えた。そして、
二人で目立たない場所に立っての解散式となった。
その時の二人の表情は、とてもにこやかなように見て取れた。この子は親の姿を身近で感じ、
一緒に作業できたことで、
「人の役に立つ」ことの大切さや、心地よさを学んだのではないかと感
じた。子どもは、やはり親（家族）と共に動いたり、親（家族）から話を聞いたりすることから、
大きく影響を受けるのではないかと強く思わせる親子の姿でした。

１０月の行事予定
日にち

SSW…スクールソーシャルワーカー勤務日
学

校

行

事

ＰＴＡ関係

１

木

SSW 勤務日

２

金

３

土

４

日

５

月

親子行事(2 年)

６

火

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

７

水

下校 15:15(集団下校)

８

木

委員会 下校：(1 年)14:30：(2～4 年)15:15：(5･6 年)16:00 SSW 勤務日

９

金

前期終業式 5 時間授業 下校 15:15(集団下校)

１０

土

１１

日

１２

月

体育の日

１３

火

後期始業式 委員会 下校：(1 年)14:30：(2～4 年)15:15：(5･6 年)16:00

１４

水

下校 15:15(集団下校)

１５

木

挨拶で絆の日(市内一斉) アルママータ交流(５年) SSW 勤務日

挨拶活動･交通指導

１６

金

校外学習(１年) 音楽のたね(５年)

親子行事(６年)

１７

土

１８

日

資源回収・愛校作業

１９

月

学校評議員会

２０

火

校外学習(５年)

校外学習(６年)

下校：(1 年)14:30：(2～4 年)15:15

２１

水

校外学習(３年)

校外学習(４年)

下校 15:15(学年下校)

２２

木

ＡＬＴ訪問 SSW 勤務日

２３

金

委員長任命式 親子行事(５年)

２４

土

２５

日

資源回収・愛校作業(予備日)

２６

月

ハートフル週間

２７

火

集会(４年生･音楽祭発表) 委員会 下校：(1 年)14:30：(2～4 年)15:15：(5･6 年)16:00

２８

水

下校 15:15(学年下校)

２９

木

市音楽祭(４年) SSW 勤務日

３０

金

下校 15:15(学年下校)

３１

土

＊共栄保育園運動会
親子行事(2 年)
本部会

親子行事(６年)

資源回収･愛校作業

ＡＬＴ訪問

親子行事(５年)

１０月２６日･･･学校徴収金の口座引き落とし日です。

〔１１月の主な予定〕
３日 文化の日
６日 ＰＴＡ研修委(講演会会場準備)
ＰＴＡ本部会
７日 授業参観日
読み聞かせ 教育講演会
９日 振替休業日
１２日 就学時健診のため３時間授業(給食あり)
１６日 市教研のため３時間授業(給食あり)

２２日
２３日
２５日
２６日
３０日

共栄地区文化祭(４年･太鼓クラブ出演)
勤労感謝の日
研究会のため３時間授業(給食あり)
大縄大会
個別懇談会(12/4 まで)
*年度当初の予定では 12/1～4 でしたが、
変更(1 日追加)しました。

読書週間(12/4 まで)

