ふるさと

大志の故郷 ど真ん中に子どもの夢がある学校
通学路には、土筆（つくし）や蕗の薹（ふきのとう）が顔をだし、クロッカスの蕾も見られるようになり
ました。本格的な春の訪れを感じさせる今日この頃ですが、保護者や地域の皆様におかれましてはま
すますご健勝のこととお喜び申し上げます。
さて、１５日（土）には全校公開日とＰＴＡ総会がありました。お忙しい中にもかかわらず、たくさんの保
護者の皆様にご来校頂き、ありごとうございました。子ども達はみんな新学期の期待や希望を胸に、張
り切って学習に取り組んでいました。また、入学したばかりの１年生も、程よい緊張感の中で元気に勉強
することができました。
授業後のＰＴＡ総会の前には「学校教育説明会」があり、その中で前回の学校便りで紹介した「学校教
育目標」や「基本重点」の他に下の教育方針をお話ししました。
ふるさと

目指す学校像＝「大志の故郷

ど真ん中に子どもの夢がある学校」
～キャリア教育を中心に培う

キャリア教育とは・・・「夢や目標に向かって挑戦する 意志と意欲育てる」こと
そのために・・・「自立の構えを創る」ことが必要
自立の構えとは・・・一人一人が「聴く、考える、決める」こと
そして「自ら行動し、他者と折り合い、活動を振り返る」こと。
来年度より北広島市では「小中一貫教育」が本格実施されます。小・中学校の９年間を見通し、今を大
切にしながら、子ども達が「１５の春」を幸せに迎えることができるよう準備を進めてまいりますので、
「小中一貫教育」へのご理解とご協力をお願いいたします。
４月２３日は「子ども読書の日」でした。それにちなんで、２６日（水）に校長による「読み聞かせライブ」
を行いました。歌と絵本の読み聞かせをミックスさせたもので、これまでも続けてきた活動です。様子
を見ながら定期的に行っていきたいと考えています。
さあ、家庭訪問も終了し、いよいよゴールデンウィークに入ります。学校でも、連休中の生活指導はい
たしますが、各ご家庭におかれましても、大切なお子様に、交通事故・河川の事故・火の事故・誘拐等が
起こらないよう、連休の過ごし方について話し合ってみてください。よろしくお願いいたします。

北広島市立北の台小学校長
柳田 卓哉

※帰宅時刻 午後６時まで（～８/３１）
１日（月）委員会② 拡大委員会 諸費振替日 避難訓練予備日
視力・聴力検査（３年）豆次郎ローテ
２日（火）歯科検診（４～６年）
３日（水） 憲法記念日（祝日）
４日（木） みどりの日（祝日）

☆４月６日（水）入学式
５２名（男子２８名、女子２４名）の１年生
が入学しました。児童会長 舟崎春菜さんの歓
迎の言葉や２年生の発表でお祝いをしました。

☆４月７日（木）～ ６年生の朝のお世話
朝は６年生が教室へお世話に行き、一緒に遊
んだり、道具のしまい方を教えたりしています。

５日（金） こどもの日（祝日）
８日（月） クラブ 屋外ごみ・石拾い（中休み）
1 年図書貸し出し開始 校外巡視 学童訪問
９日（火） 公開日（４～６年）
視力・聴力検査（２年）
１０日（水） フッ化物洗口（１年生は練習）
いじめアンケート①交通安全教室（２・４年）
１１日（木） 公開日（1～３年）
交通安全教室（２・４年予備日）
１２日（金） 公開日（たんぽぽ） 校内巡視
１５日（月） 委員会③（運実）諸費（再）

☆４月１７日（月）給食開始
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・鶏から揚げ・スパゲティサラダ」でした。
子どもたちは、「おいしい」「たくさんある」
などと言いながら、給食の時間を楽しんでいま
した。これからも、生きる上で大切な「食べる」
ということを、指導していきます。

校内作品展～６／１６ 清掃強化週間～５／１９
１６日（火） 防犯教室（１～２年）
（学Ｐ）第１回役員会１８：３０
１７日（水） フッ化物洗口（１年生は練習）
１８日（木） 防犯教室（３～６年） 木曜サプリ
尿検査１次回収日
（学Ｐ）第１回運営委員会・祭り担当者合同会議
１９日（金） （ふ）運動会くじ・屋外整備作業
２２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
２４日（水） フッ化物洗口（全校）
２５日（木）よさこい全体練習 石拾い（中休み）
２６日（金）よさこい全体練習（予備日）
２９日（月） 運動会全体練習①
３０日（火） 運動会全体練習② ５時間授業
運動会実行委員会②
３１日（水）運動会総練習（１～４校時）
いじめゼロの日

公開日・学校説明会・ＰＴＡ総会・懇談会
４月１５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・Ｍさん ○事務局
○副会長 Ｓ・Ａさん（事務局長）Ｈ・Ｙ
Ｍ・Ｔさん（事務局次長）Ｎ・Ｎ
○会計 Ｚ・Ａさん
（会計）Ｉ・Ｙ
○監査 Ｋ・Ｓさん
Ｉ・Ａ
Ｔ・Ｓさん（事務局員）Ｓ・Ｍ
Ｏ・Ｅ、Ｍ・Ｙ
Ｋ・Ｔ、Ａ・Ｋ
Ａ・Ｋ

４月１７日（月）
、平成２９年度児童会前期委員の認証式を、校内放送で行いました。放送設備
も整い、放送委員の子ども達も準備や進行を意欲的に行っていました。
各委員長は、活動に向けた抱負を話し、委員会のリーダーとしての自覚を高めることができまし
た。これから、北の台小学校のリーダーとして一人一人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】
Ｈ・Ｎ（６の１）
Ｏ・Ｒ（６の３）
Ｏ・Ｍ（５の１）
Ｙ・Ｎ（６の３）
Ｋ・Ｙ（５の２）
Ｔ・Ｒ（４の２）

【学級委員】
◇委員長
Ｓ・Ｙ（６の１）
◇副委員長 Ｈ・Ｋ（６の１）
◇書 記
Ｓ・Ｒ（６の２）
Ｋ・Ａ（５の１）

【放送委員】
◇委員長
Ｋ・Ｈ（６の１）
◇副委員長 Ｎ・Ｈ（６の１）
◇書 記
Ｓ・Ｋ（６の２）
Ｙ・Ｓ（５の１）

【図書委員】
◇委員長
Ｏ・Ｒ（６の１）
◇副委員長 Ｓ・Ｙ（６の１）
◇書 記
Ｙ・Ｒ（６の２）
Ｙ・Ｋ（５の１）

【保体委員】
◇委員長
Ｓ・Ｓ（６の１）
◇副委員長 Ｉ・Ｙ（６の１）
◇書 記
Ｏ・Ｔ（６の３）
Ｏ・Ａ（６の３）

【環境委員】
◇委員長
Ｉ・Ｈ（６の１）
◇副委員長 Ｈ・Ｓ（６の３）
◇書 記
Ｓ・Ｋ（６の２）
Ｓ・Ｍ（６の２）

【選管委員】
◇委員長
Ｓ・Ａ（６の３）
◇副委員長 Ｓ・Ｒ（６の３）
◇書 記
Ｔ・Ｈ（６の２）
Ａ・Ｒ（６の３）
）

平成２ ９ 年度

学校評議員・学校関係者評価委員
平成２９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
・Ｅ・Ｓさん （広島幼稚園副園長）
・Ｋ・Ｍ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 （民生委員）
・Ｍ・Ｔさん （本校ＰＴＡ副会長）
・Ｔ・Ｋさん （北の台町内会長）
・Ｉ・Ｉさん （主任児童委員）

ゴールデンウィークを前に、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。
○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。
【注意！】
準備ができた学級から「学級連絡網」を作成
して配布しています。電話番号を聞く不審な電
話がかかってくることもあるので、取り扱いに
は十分注意してください。

おめでとうございます
◎ＰＣＮこどもプロコン２０１６冬
◆優 勝
◆共立電子産業賞
４年２組
Ｍ・Ｔ さん
子ども達の努力を称え自信をもってほしいという
願いで、希望するお子さんのＴＶ放送による伝達表彰
と学校便りでの紹介を行います。

【

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◇
１・２年生 Ｗ・Ｚ
３・４年生 Ｓ・Ｍ
５年生 Ｎ・Ｎ
６年生 Ｏ・Ｅ
【

放課後学習（木曜サプリ）3～6 年生希望者 】
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４／２７までとなっています。

【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。

【家庭学習の習慣化】
中学校からいきなり
勉強を始めようと思っ
ても、なかなか難しいも
のです。小学校から尐し
ずつ家庭学習の習慣を
身につけていきたいも
のです。今年度のしおり
には東部中の取組も添
付しています。ご家庭で
も確かな成長を共感し
つつ取り組んでいただ
ければ幸いです。

寄贈ありがとうございます
○共栄第２団地 Ｓ 様
雑 巾
○元ＰＴＡ会長

Ｋ 様

植松氏の著書

校舎をきれいに掃除すること、本を読んで考え
ること、どちらも子どもの心を豊かにします。皆
様のお心遣いに感謝いたします。

