聴く、考える、決める、行動する・折り合う・ふりかえる・・・自立のかまえ
校
長
田 井 博 昭
今年度も、
「大志の故郷 ど真ん中に子どもの夢がある学校」を標榜し、児童が、主体的に物事に取り組み、
学ぶ喜びを感じ、自分の価値や個性を見つけ、夢と希望を胸に将来の自立を図ることができるよう教育活動
を進めます。北の台小学校では、以下の１～３までの視点で、各小中学校や近隣校、近隣施設と連携し、保
護者の皆様、地域の皆様のお力を借りながら、教育活動を進めてまいります。
１

児童が、自身で考えたり仲間と取り組んだりして、学ぶことや働くこと、生きることの尊さを実感する。

２

児童が、日々の学習や生活を積み上げて、将来の社会的自立・職業的自立の基盤となる資質・能力・態度・選択する力を身に付ける。

３

児童が、広い視野から社会や職業をとらえたり、地域の人々とふれあったりして、自立の基礎となる将来の夢や希望、意欲を育む。

児童一人一人の意識の中に、将来の夢の実現を目指す強固な意志と意欲を育みたいと考えています。その
ために、「聴く、考える、決める、行動する・折り合う・ふりかえる」という「自立のかまえ」を身に付け
ることが大切です。
まず、話を聴き、自分が何をすべきかを考え、方法や道順を決め、主体的に活動し、相手と折り合い協力
し、ふりかえり、自省し、また歩き出す。児童が主体的に、人生や生き方に関わろうとする強い意志と意欲
を育てたいのです。そして、次の「徳」「知」「体」の具体的教育活動を進め、上記の目標を達成しようと
考えています。

徳

① 児童が、友人の良さを認めたり協力して活動したりして、思いやりの心を育みます。
② 読書活動や道徳の時間を充実させ、児童の世界を広げ、豊かな心を育てます。
③ 行事への取組や児童会・係活動で、児童に達成感や誰かの役に立つ充実感を感じてもらいます。
④ 「生活のきまり」の定着を図り、みんなが楽しく過ごすためのルールの大切さを学びます。

知

① 学力検査の結果を分析し、課題を明らかにして、教育機器の活用やＴＴ・少人数指導・習熟度
別学習・教科担任制等を積極的に導入し、わかりやすい授業を目指します。
② 「学び合い」の授業(話し合い、聴き合い)の授業を行い、児童が考え、練り合う場面を多くし、
児童が学びの達成感、成就感を得られる授業を目指します
③ 「学習のきまり」の定着や家庭学習の習慣の定着を図り、適切な評価で児童の学習に向かう主
体的な意識や姿勢を育みます。放課後学習にも取り組みます。

体

① 外遊びや活発な体育活動などの取組みで、児童が自ら体づくりに励む習慣を身に付けられるよ
うにし、児童の体力向上を目指します。
② 「早寝早起き朝ごはん」の推進や食育指導の充実で、児童に望ましい生活習慣や食習慣を育み
ます。また、児童が保健衛生の知識を高め、けがや病気のない健康な体づくりを進められるよ
うにします。
③ 交通安全意識の向上、ＳＮＳの危険性の理解を通して、児童の危険回避能力の向上を図ります。
④ 新しくなった校舎の環境を維持するために、清掃活動の充実を図ります。

これからの時代は、学び続ける力、自分を発信する力、チームを組んで物事を進める力、データを分析す
る力等、様々な力を活用して、新しい価値を生み出していく時代です。北の台小学校の子どもたちが、次の
時代をたくましく生きる姿を胸に描いて、教育活動を推進します。保護者・地域の皆様、今年度もよろしく
お願いいたします。

４月６日（水）に、７９名（男子４４名、
１日（日）帰宅時刻 午後６時まで（～８/３１）
２日（月） 避難訓練委員会 豆次郎ローテーション

女子３５名）の新１年生が入学してきました。
毎日、学校生活のルールを学び、尐しずつ
学校にも慣れてきました。朝は、６年生が教

１２日（木） 公開日（1～３年）

室へお世話に行き、一緒に遊んだり、道具の
しまい方を教えたりしています。
また、４月１８日（月）から１年生が楽しみ
にしていた給食が始まりました。最初のメニュ
ーは、
「わかめご飯・牛乳・豚汁・ザンギ・ごぼ
うサラダ・ピーマン２種」でした。
牛乳やストロー、箸などの配り方や豚汁など
の盛りつけ方、食べ終わった後には、食器の片
付け方や牛乳パックの開き方など、学ぶことが
たくさんあります。子どもたちは、身支度を整
え、楽しそうに取り組みました。
担任の先生以外にも、栄養教諭の Y 先生を初
め、数名の先生が指導にいきました。子どもた
ちは、だんだん上手に配膳・片付けができるよ
うになってきました。生きる上で大切な「食べ
る」ということを、給食を通してこれからも学
んでいきます。
これからも仲良く楽しい学校生活を送れる

１３日（金） 公開日（たんぽぽ） 校内巡視

よう支援していきます。

1 年生 5 時間授業開始 諸費振替日
３日（火） 憲法記念日（祝日）
４日（水） みどりの日（祝日）
５日（木） こどもの日（祝日）
６日（金） 視力・聴力検査（２年）
7 日（土） 石Ｐ連総会
9 日（月） クラブ 交通安全教室（２・４年）
1 年図書貸し出し開始 校外巡視
屋外ごみ・石拾い（中休み）
１０日（火） 公開日（４～６年）
視力・聴力検査（３年）
１１日（水） 児童総会 いじめアンケート①
交通安全教室（２・４年予備日）

１６日（月） 委員会 校内作品展～６／１０
諸費（再）
１７日（火） 防犯教室 ピカピカ作戦①
（学Ｐ）第１回役員会
１８日（水） 尿検査１次回収日
１９日（木） 防犯教室（３～６年） 木曜サプリ
ピカピカ作戦②
（学Ｐ）第１回運営委員会・祭り担当者合同会議
２０日（金） ピカピカ作戦③
PTA 運動会くじ・屋外整備作業
２３日（月） 運動会特別時間割開始
運動会実行委員会① 体育館開放停止
２７日（金） よさこい全体練習 石拾い（中休み）
３０日（月） 運動会全体練習①
３１日（火） 運動会全体練習② ５時間授業
運動会実行委員会② いじめゼロの日

公開日・学校説明会・ＰＴＡ総会・懇談会
４月１６日（土）の公開日には、たくさんの
皆様にご参観いただき、ありがとうございまし
た。ＰＴＡ総会では、今年度のＰＴＡ役員が承
認されました。よろしくお願いいたします。
○会長 Ｋ・Ｋさん
○副会長 S・Ａさん
Ｍ・Ｔさん
○会計 Ｋ・Ｍさん
○監査 Ｊ・Ｍさん
S・Ｓさん

○事務局
（事務局長）Ｈ・Ｙ
（事務局次長）Ｎ・Ｎ
（会計）Ⅰ・Ｙ
Ⅰ・Ａ
（事務局員）Ｍ・Ｔ
Ｏ・Ｅ、Ｍ・Ｙ
K・Ｔ、Ａ・K
A・Ｋ

４月２６日（火）の全校集会では、平成２８年度児童会
前期委員の認証式を行いました。各委員長は、委員会活動
に向けた抱負を話すことができました。これから、北の台
小学校のリーダーとしてがんばろうとする気持ちが伝って
きました。一人ひとりが活躍することを期待しています。
【書 記
◇会 長
◇副会長
◇書

記

局】
Ｙ・H （６の３）
Ｔ・Ｍ （６の３）
Ｔ・A （５の３）
Ｔ・Ｒ （６の３）
Ｓ・Ｙ （５の１）
S・Ｈ （４の２）

【学級委員】
◇委員長
Ｋ・A（６の２）
◇副委員長 K・Ｎ（６の１）
◇書 記
S・Ｙ（６の２）
S・Ａ（６の３）

【放送委員】
◇委員長
A・K（６の１）
◇副委員長 K・Ｍ（６の２）
◇書 記
Ｗ・R（６の１）
Y・K（５の３）

【図書委員】
◇委員長
Ｙ・Ｓ（６の２）
◇副委員長 Ｍ・Ⅰ（６の１）
◇書 記
Ｈ・Ｙ（６の２）
Ｈ・Ｙ（４の１）

【保体委員】
◇委員長
A・R（６の２）
◇副委員長 Y・S（６の３）
◇書 記
Ｍ・S（６の２）
T・H（６の３）

【環境委員】
◇委員長
Ⅰ・Ｓ（６の２）
◇副委員長 Ｈ・Ａ（６の２）
◇書 記
Ｙ・Ｈ（６の１）
H・Ｈ（６の１）

【選管委員】
◇委員長
Ｍ・Y（６の２）
◇副委員長 O・H（６の３）
◇書 記
H・A（６の 1）
A・K（６の 2）
）

平成２ ８ 年度

学校評議員・学校関係者評価委員
平成２８年度の学校評議員・学校関係者評価委員を下記の方々にお願いしました。学校をよりよ
くするために本校の教育活動について様々な意見をいただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
○ 学校評議員 （学校関係者評価委員 兼務）
○学校関係者評価委員
・Ｈ・Ｋさん （保育園園長）
・Ｋ・Ｈさん （本校ＰＴＡ会長）
・Ｎ・Ｄさん （本校元ＰＴＡ会長）
・Ｓ・Ａさん
（本校ＰＴＡ副会長）
・Ｔ・Ｈさん （町内会長）
・Ｍ・Ｔさん （本校ＰＴＡ副会長）
・Ｔ・Ｋさん （町内会長）
・Ⅰ・Ｔさん （主任児童委員）

ゴールデンウィークを迎え、子どもたちの活
動範囲が広がる季節となりました。
「自分の命を
自分で守る」児童となるよう、学校でも指導を
行っています。ご家庭でも、お子さんと約束事
を話し合ってください。
○自転車・キックボード
一時停止や安全確認をせずに道路に飛び出し
ての事故が多い傾向にあります。キックボード
は、公道で乗るのは違法です。絶対に乗らない
ようにしましょう。
○川や池での遊び
川や農水路などは、雪解け水などで水量が多
くなっています。子どもだけで遊ぶことのない
ようにしましょう。
○線 路
線路周辺は、大変危険です。線路には近づか
ないようにしましょう。
○火遊び
子どもだけで火を扱うことがないようにしま
しょう。
○商店・ゲームコーナーへの出入り
用事がないのに商店に入ったり、子どもだけ
でゲームコーナーで遊んだりしないようにしま
しょう。また、金銭についても、ご家庭でよく
話し合ってから大事に使うようにしましょう。

【

ＴＴ指導 】
今年度も、子どもたちの学力向上を目指しＴＴ指
導（チーム・ティーチング）を行います。これは複
数の教師で授業を行うことにより様々な形態によ
る授業を行ったり、子どもたち一人ひとりに応じた
指導を行ったりすることをねらったものです。本校
では、算数科において全学年で行っています。
【 尐人数指導 】
クラスをそれぞれの課題に応じて、２～３のグル
ープに分かれて学習する尐人数指導を行っていま
す。尐しでも子どもたちがつまずきを克服し、意欲
的に学習できるよう配慮していきます。
◇ＴＴ指導・尐人数指導の主な担当者◇
５年生 Ｎ・Ｎ
１・４年生 Ｗ・Ｊ
６年生 Ｏ・Ｅ
２・３年生 Ｍ・Ｔ
【

学習規律の確立 】
毎日の授業の中で、子どもたちの「やる気」や「集
中力」を引き出し、学習事項の定着を図るために、
全校的に指導する学習規律を確認しています。授業
中に学習に臨む姿勢や持ち物、準備などの確認をし
ています。
【

放課後学習（木曜サプリ） 】
さらに勉強したい児童や、勉強でわからないとこ
ろがあったり、課題が遅れてたまったりした児童の
ために、木曜日の１５時から１５時３０分まで放課
後に残って学習することができるようにします。
＊登録は４／２８までとなっています。
【

○不審者
知らない人に声をかけられる等、様子が変だ
なあと感じたときには、近くの家に助けを求め
ましょう。５月から帰宅時刻は６時までですが、
天候を見ながらご家庭で約束をしましょう。

◆巡回指導教員
Ｄ・Ｓ
北の台小学校のみなさん、こんにちは。今年
度、５・６年生のみなさんと一緒に外国語の学
習をすることになりました。
どうぞよろしくお願いします。
Ｌｅｔ‘ｓ ｅｎｊｏｙ ｉｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ！

家庭学習の手引き 】
中学校や高校に行ってからいきなり勉強を始め
ようと思っても、なかなか難しいものです。小さな
頃から尐しずつ家庭でも学習する習慣を身につけ
ていきたいものです。学校から発行される「家庭学
習の手引き」を参考にしていただき、ご家庭でも取
り組んでいただければ幸いです。

◆担任外
Ｗ・Ｊ
この度、１年生と４年生の算数ＴＴとして、
北の台小学校に勤務させていただくことになり
ました。元気な子ども達からたくさんのパワー
をもらって、頑張りたいと思います。また、授
業だけでなく、行事や諸活動を通して、子ども
達が元気に成長していくお手伝いができればう
れしいです。どうぞよろしくお願いします。

