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平成 29 年（2017 年）度
《

4

月

４月・５月の予定

》

《

5

月

洲の子だより No1３

》

１日（土）

１日（月） 安全点検日

２日（日）

２日（火） 集団下校・危険箇所点検
・町別交通安全教室

須坂市立豊洲小学校

ご卒業おめでとうございます
本日の卒業式をもって、１年間全ての学校生活が終わりました。
６学年の皆さん、ご卒業おめでとうございます。卒業式を前にインフルエンザが流行してしまい、心配

３日（水） 憲法記念日

いたしましたが、保護者の皆様のご協力により、無事、立派な卒業式を執り行うことができましたこと、

４日（火） 新年度準備

４日（木） みどりの日

感謝申し上げます。

５日（水） 新年度準備

５日（金） こどもの日

６日（木） 始業式・入学式

６日（土） よもぎとり

７日（金） ５時間授業

７日（日） よもぎとり

３日（月） 安全点検日

新年度準備

交通安全街頭指導

さて、「洲の子だより」も本年度最終号となります。１年間、ありがとうございました。

今年度最後の低学年参観日（ ２月２８日

）

インフルエンザ流行に伴い延期になっておりました低学年参観日を２月２８日（火）に実施しました。

PTA 理事会①
８日（土）

８日（月） 視力検査（５・６年）

とうございました。そして、28 年度学級ＰＴＡ役員の皆様お疲れさまでした。29 年度役員の皆様にはこれ

家庭訪問①
９日（日）

９日（火） 音楽集会 視力検査（３・４年）
家庭訪問②

１０日（月） 児童会①

学習発表会形式で、１年間の学習の成果を発表しました。ご参観いただいた保護者の皆様、本当にありが
からお世話になります。よろしくお願いします。

１０日（水） 尿検査（全）血液検査（５年）

１１日（火） １年給食開始

市 P 連役員会

１１日（木） 体育集会

尿検査予備日

家庭訪問③
１２日（水） 遠足下見

１２日（金） 視力検査（１・２年）
家庭訪問④

１３日（木） 町別子供会①
１４日（金） 参観日

１３日（土）

PTA 総会

歓迎会

１５日（土）

１４日（日）
１５日（月） なかよし旬間

１６日（日） 家庭の日

郡 P 学級会長研修

１６日（火） 児童集会

１７日（月） 発育測定（５・６年）

１７日（水） 校長講話

１８日（火） 全国学力・学習状況調査（６年）

１８日（木） ＪＲＣ登録式

総合学力調査（２年～５年）
１９日（水） 避難訓練①
集金日

発育測定（３・４年）

家庭訪問⑤

集金日

ＰＴＡ会費口座振替日
１９日（金） 幼保小連絡会①

郡Ｐ評議員会①

２０日（木） １年生を迎える会
歯科検診（２・４・６年）

２０日（土） よもぎとり
北信地区小学生陸上大会

２１日（金） 知能検査（２・５年）

２１日（日） 家庭の日

２２日（土）

２２日（月） クラブ①

２３日（日）

２３日（火） 体育集会

よもぎとり
尿再検査

内科検診（１・３・５年）
２４日（月） 児童総会

発育測定（１・２年）

２４日（水） ＰＴＡ理事会②

２５日（火） 遠足（１～４年）

２５日（木） 聴力検査（３・５年）

２６日（水） 歯科健診（１・３・５年）

２６日（金） 聴力検査（１・２年）

２７日（木） 遠足予備日

２７日（土） ＰＴＡ資源物回収①

２８日（金） 心電図検査（１・４年）

２８日（日） ＰＴＡ資源物回収予備日

２９日（土） 昭和の日

２９日（月） 読書週間

児童会②

給食費振替日
３０日（日）

３０日（火） 音楽集会
３１日（水） 来入児就学前検査
郡Ｐ評議員会②

【１年松組】

６

年

【２年松組】
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【３年松組】

る

会

３／７（火）

児童会を６年生から引き継いだ５年生が、初めて企画・運営する「６年生に感謝する会」が、３月７日（火）
に行われました。新しく児童会を引き継いだ５年生が進めてくれました。学校評議員の皆様や保護者の皆
様、地域の皆様にも見守られ、大変和やかな雰囲気の中で、６年生に感謝の気持ちを伝えることができた
と思います。５年生の皆さんありがとうございました。
また、他の学年も、６年生のために心を込めて学年発表を創り上げてくれました。そして、感謝される
側の６年生の姿もとても立派でした。さすが最高学年です。１年間お疲れ様でした。
５年生の皆さん、これからの１年間よろしくお願いします。「６年生に感謝する会」が大成功だったの
で、自信をもって児童会活動に取り組んでいきましょう。

学校評価保護者アンケート結果《平成 29 年（2017 年）１月実施》
Ａ：かなりそう思う

Ｂ：だいたいそう思う

Ｃ：あまりそう思わない
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１ 人の話をよく聞き、自分の考えを述べることができている。
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Ｄ：全くそう思わない

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

14％

61％

24％

1％

校長講話（3 学期終業式

３／１５）

◇

朝、小鳥のにぎやかなさえずりで目が覚める季節になりました。もう春がすぐそこまでやってきています。今日は三学期の終業式。
１年間の勉強の締めくくりの日です。
この１年間みなさんはいろいろなことに一生懸命がんばってきました。これからそれぞれの学級や全校としてどんなことをがんばっ
てきたのか、ふり返りたいと思います。

31％

61％

7％

1％

ぶどう組では野菜作り、梅とり、パン作り、秋野菜作り、布屋さんなどの活動で先生方やＰＴＡ参観日にお家の方に販売をしました。
売り上げで会食会をしたり、長野見学に行ったりするなど楽しい活動をすることができました。その他にも、カレンダーや子ども新聞

29％

63％

7％

1％

16％

59％

23％

2％

５

学校は、特色ある教育活動をしている。

36％

61％

3％

0％

６

先生は、分かりやすい授業をしている。

34％

57％

6％

3％

７

学校は、居心地がよく、子どもが喜んで登校している。

40％

52％

7％

1％

８

先生は、子どもの悩みや不安に対して、相談にのってくれる。

35％

57％

7％

1％

９

地域、保護者、学校との協力・信頼関係ができている。

16％

67％

14％

3％

10

学校の様子や計画が、おたよりなどで伝わってくる。

43％

53％

3％

1％

を作って先生方に配ったり、パソコンの勉強を進めたりすることができました。
りんご組では「クッキーを販売して売り上げでお出かけしよう」という目標を立てました。クッキーの粉を混ぜる仕事は根気がいり
ますが、がんばっておいしいクッキーを作りました。そしてお客さんに大きな声で堂々と販売することができました。
６年松組では、卒業文集制作や感謝のスピーチ、プレミアムＢＯＸ製作などを通して、小学校生活をふり返り、成長してきた自分、
小学校の卒業を迎える自分、そしてこれから未来に向かう自分を考えることができました。また、まわりの方々に支えられていること
に感謝する気持ちを持つことができました。児童会活動に１年間取り組んで、自分から考えて行動したり練習したりすることができる
ようになりました。
５年松組では、６年生に感謝する会、新児童会の発足などみんなで力を合わせないとできないことがあったとき、２５人全員が力を
合わせ団結することができました。力を合わせることの楽しさや自分はやれるんだという自信、自分のことだけにいっぱいいっぱいに
ならない気持ちを１年間、いろいろなことを経験する中で育てることができました。
４年松組では、ソーランで大きな声を出し、縦割り清掃では清掃に集中して取り組むなど、３年生のよいお手本になることができて
いました。音楽会では学年発表のトップバッターでしたが、力を合わせてよい発表をすることができました。学習では自分から集中し
て取り組むことができる時間が延び、生活の面では給食の準備が早くできるようになったり、完食のために協力したりと、一段の成長
が見られました。
３年松組では、委員を決めるときや代表・分担を決めるとき進んで立候補する人が多く、自分から進んでみんなの役に立ちたいと思
う人が増えてきました。また、公民館に本を返しに行ったとき、館長さんからお年寄りの皆さんに校歌を歌って下さいと頼まれました。
だれ一人「いやだ」という人がなく歌を披露した姿に心の成長を感じました。

【考察】
○「めざす子どもの姿」（1 番～４番）の結果から、自ら進んで自分の考えを述べたり、気づいてはたらく
ことができたりするような、自主性、主体性を今後も育てていくことが大切であると考えています。そ
のためにも、授業の中で、子どもたちの発言や、発表の場を保障していくような授業改善を図っていき
ます。
○教育活動（５番・６番)については、６「先生は、分かりやすい授業をしている。」のＣ「あまりそう思
わない」Ｄ「全くそう思わない」の回答を合わせると９％になるので、個別指導を更に充実させるとと
もに、授業の学習内容や、学力定着の度合いを保護者に伝えていくようにします。
○児童理解（７番・８番）では、Ａ「かなりそう思う」、Ｂ「だいたいそう思う」の合わせた割合がどち
らも９２％で、高い評価をいただきましたが、Ｃ・Ｄを合わせた８％という回答を真摯に受け止め、ど
の児童にも居心地よく、楽しい学校生活を過ごせるよう、チームとして指導・支援にあたっていきます。
○地域連携（９番・10 番）については、９「地域、保護者、学校との協力・信頼関係ができている。」の
Ｃ・Ｄを合わせると１７％という回答でした。保護者・地域の学校への協力体制をしっかりと確立して
いきます。
○自由記述の中には、「子どもたち一人一人を見ていただいてありがとうございます。」「学校全体で子
どもたちの指導にあたっていただいていることがありがたい。」というご意見がありました。ありがと
うございます。一方、学校や教職員に対しての意見や要望もあるので、今後も更に、保護者との信頼関
係づくりに努めていきます。

２年松組では、学級目標の自分で考えよう、自信を持ってやろう、１年生のお手本になろう

が達成できました。掃除、整列などの

日常の活動、自主学習、話し合いなどで自分でよいと思ったこと、やらなければならないことを自分で考えてやることは、自信を持っ
て行動することにつながりました。また、そうした姿を通して１年生のお手本になることができていました。
１年松組では、けん玉の練習をがんばりました。難しい技、なかなかできるようにならない技にもあきらめずに何回も何回も挑戦し
ていました。お友だちのことやクラス全体のことを考えて動くことができる人がたくさんいました。困っている友だちや具合の悪い友
だちに優しい言葉をかけたり、友だちのかわりに進んでお仕事をしてくれたりしました。
音楽では、秋頃から授業が終わったら音楽室の廊下で歌声が響く感じを味わっていた人たちがいました。それが、その日の授業で初
めて習った曲とかも覚えて口ずさめるようになってきています。音楽が楽しく好きになっている様子が伝わってきますし、力がついて
きたなと感じています。やる気になって取り組むことですごいパワーを発揮することができる素晴らしい力を持った豊洲の子どもたち
だなと感じています。
心や体の健康の面についてです。けがや病気で友だちが困っているときに、クラスを超えて全校の友だちがヘルプマンになって保健
室に助けを求めにきてくれる姿がとてもうれしかったです。
こうやってふり返ってみると、皆さんが本当に一生懸命がんばり、心と体を鍛え、力をつけてきているな、ということが実感できま
す。本当によくがんばりました。
さて、４月の始業式で私から皆さんにがんばってほしいことを２つお話ししました。１つ目は、一人ひとりが「なりたい自分」をめ
ざして努力する、２つ目は「さわやかな

あいさつ」ということでした。１つ目の一人ひとりが「なりたい自分」をめざして努力する

ということでは、学級目標 、学期ごとの個人目標を決めて、達成できるように取り組んでいる姿が見られました。人によって達成の度
合いは違うと思いますが、目標を決めてそれに向かってがんばることは、皆さんの生活をぴりっとさせ、いろいろな面で力を伸ばして
くれることにつながります。先ほどのふり返りの姿から、これについてはがんばって取り組み、成果が上がったと私は感じています。

【お知らせ】

２つめの「さわやかなあいさつ」はどうでしょうか。私が朝学校に来ると、皆さんのほうから「おはようございます」とあいさつを

平成２８年度末人事異動により、今年度、以下の教職員が転退職することになりましたので、お知らせい
たします。お世話になりました。ありがとうございました。
氏
教

頭

名
浦野

康彦

れど、まだがんばりが必要なのかなと思っています。１～５年生の皆さんは、レベルを１つあげてチャレンジし、今よりももっと気持

３年松組担任

髙野

弘子

ご退職
須坂市立仁礼小学校

１年松組担任

藤牧早智代

長野県長野養護学校

香織

一方で、先生たちから「おはよう」とあいさつをしても返事が返ってこないことがあり残念に思ったことが時々ありました。また、
家の玄関前の掃除や雪かきをしていたり、ちょうど家の中から出てきたりした人など、はっきりと地域の方であると分かっている人へ

内村ひとみ

湯本

友だちどうしで「おはよう」「さよなら(ばいばい)」と元気なあいさつをしていた場面もたくさん見ることができました。

転 出 先
須坂市立豊丘小学校

ぶどう組担任

教育支援員

してくれる人がいて、とても温かなうれしい気持ちになります。児童会では毎朝昇降口であいさつ運動をがんばっていました。また、

須坂市内の小中学校（未定）

のあいさつが少なくて残念だという地域の方の声も伝わってきています。こちらの目標のほうは、がんばったところもたくさんあるけ

ちのよい学校・地域をめざしてがんばってほしいと思います。
いよいよ明日は卒業式です。６年生の巣立ちの日です。６年生にとって一生に一度だけの小学校の卒業式が心がこもった卒業式にな
るよう、１～５年生のみなさん、がんばりましょう。

