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２月はインフルエンザが猛威を振るい，４・５・６年生が学級閉鎖になりました。保護者の
皆様にもご苦労をおかけしたと思います。おかげでインフルエンザも収束に向かい，２７日現
在，インフルエンザで休んでいる子は一人もいなくなりました。まだまだ安心はできませんが，
いちごっ子が元気を取り戻しホッとしているところです。
３年生の学年通信（２月１５日号）を転載します。
こんな中，今週も３年生の心遣いや思いやりあふれる行動がたくさんあって，わたしの
心はぽかぽかです。お休みをしている子のために，プリントを入れる袋を用意して，
「早く
元気になってね。」などといったメッセージを，わたしが頼む前に準備してくれていること。
係の子が加湿のためにタオルを濡らしていると，一緒に絞ってラックに掛けてくれること。
（欠席のため）全滅している係の仕事を，いつのまにか代わりにやってくれていること･･･。
人に言われるのではなく自分で考えたこと，考えたことを実行すること，人のためにしよ
うとしていることが，本当にすてきだなと思います。あと２か月で４年生，もう少しで高
学年です。いつのまにか，確実に成長しているのだなぁと，改めて感じた１週間でした。
教員の醍醐味はこんなところにあります。子どもたちのよさや成長，１月号にも書きました
が，ちょっとした優しさに触れられたとき，「教員ってやっぱりいい仕事だな」とつくづく思
います。３年生に限らず，いちごっ子は思いやりにあふれています。新年度もいちごっ子がよ
りよく伸びていけるよう，次のような方針で学校づくりを進めていきます。
〈楽しい学校・明日も行きたい学校〉
学校は子どもたちの健全育成のために存在しています。子ども自身がかけがえのない
存在であることを自覚し，自尊感情や他者への思いやりを育みながら，互いに磨き合え
るようにします。
＊自分の成長が実感できる日々の学習活動
「今までできなかったことができた」
「昨日より少しわかってきた」
＊明日が待ち遠しい
「早く◯◯がしたい」
＊今日学んだことがしっかりと身に付いている
「集中してがんばった」「家でもう一度やってみよう」
＊最後までやり遂げる
「難しかったけれどできた。うれしい」「次は何をやろうかな」
＊基本的生活習慣が身に付いている
「早寝・早起き・朝ごはん」「宿題もやった。明日の準備もばっちり」
「テレビを見過ぎたり，ゲームをやり過ぎたりしない」

読書スペースを広げました （多目的ホールの活用）
多目的ホールを「安全・安心して使える楽しい空
間にしていきたい。」と教職員で考え，読書スペー
スを広げることにしました。思い思いの場所で読書
に没頭する子どもたちの姿が増えました。
また，「走り回る遊びはしない」ことも確認し，
みんなで楽しく遊ぶアイディアを子どもたちに募
集しています。早速，トランプや将棋・オセロ，か
るたなどで遊ぶ憩いの場となっています。
今後も，子どもたちの発想を生かし，異学年交流
ができる楽しい場所づくりを進めていきます。

参観日ありがとうございました

20 日・26 日に参観日を行いました。今年度最終
ということもあり，多くの保護者の方々にご来校して
いただきました。ありがとうございました。
全体懇談では次年度の取組についての概要をお話させていただきました。大きく変わる点もいくつ
かございます。詳細は新年度に改めてお伝えいたしますが，ご理解とご協力をお願いいたします。

児童会役員引継ぎを行いました

31 年度前期児童会役員選挙を行いました。５つ
の役職に 12 名が立候補し，よりよい学校づくりの
案を堂々と表明する姿が素敵でした。
26 日には，新役員の認証式が行われ，旧役員か
らリーダーの引継ぎが行われました。
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３ ０ 年度全国体力･運動能力,運動習慣等調査の結果について
児童の体力，運動習慣・生活習慣・
食習慣等を把握し，学校における体
育・健康に関する指導改善に役立て
ることを目的として５年生を対象に
行った，
「全国体力・運動能力，運動
習慣等調査」について，その概要を
お知らせします。
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Ｔ得点……全国平均値に対する相対的な位置を示します。
すなわち，中央値より上側が全国平均値より高いことを
示しています。
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運動が好きという子
体力に自信がある
運動は大切だ
中学校では授業以外で運動したい
体育の授業において 】
・楽しい
・助け合う・役割を果たす活動をしている
・話し合う活動をしている
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= 実技に関する調査 =
・体力合計得点
⇒男子は全国平均を上回りまし
たが，女子は全国・全道平均
を大きく下回りました。
・各種目の様子
⇒男子は７種目で，女子は４種
目で全国平均を上回っていま
す。
・男女ともに持久力に大きな課題
があります。
= 今年度のまとめと今後の取組 =
昨年度より継続してきた柔軟性
を高めるためのストレッチや準備
運動の成果として柔軟性は向上し
てきています。また，児童会の取
組では，遊びを通して運動の楽し
さを味わわせ，運動への意欲を高
めてきました。そのことが，
「運動
が好きだ」という結果につながっ
てきています。
今回の調査の結果から，男女と
もに持久力に課題があると分析
し，計画的な取組を検討している
ところです。
具体的には，児童の年齢に応じ
て，授業の始めに「おに遊び，か
けっこ遊び，時間走」を継続して
行うこと。４年生からシャトルラ
ンを実施・記録化し，やり方の理
解や自分の成長を実感させ，持久
力向上を目指します。
「体力には自信は無い」が「運
動は好き・大切」だと考える子が
多いです。ご家庭でも町のスポー
ツ行事などで様々な種目に取り組
んでいただけると，子どもたちの
自信につながり，より効果がある
と考えます。今後ともご理解とご
協力をお願いいたします。

平成 31 年度の主な行事予定
■１学期始業式・入学式

４月 ８日（月）

■全校参観日・ＰＴＡ総会

４月１３日（土）

■全国学力・学習状況調査

４月１８日（木）

■運動会

６月 ２日（日）

■宿泊体験学習

６月２７日（木）

■修学旅行

９月 ５日（木）

■学芸会

別れの季節がやってきました。小学校生活
を終え，新たなスタートを切る６年生の前途
を心から祝福したいと思います。
第５４回卒業証書授与式を下記のように挙
行いたしますので，お知らせいたします。

◎日

時

１０月２７日（日）

■卒業証書授与式

３月１９日（木）

■１学期終業式

７月２５日（木）

■２学期始業式

８月２０日（火）

■２学期終業式

１２月２４日（火）

■３学期始業式

１月１７日（金）

■修了式

３月２５日（水）

◎会 場
◎卒業生

３月２０日（水）
午前９時３０分
卒業生入場
中央小学校
体育館
２０名

学校評議員会（最終）
２１日（木）
，今年度３回目の学校評議員会を
開催しました。今年度の学校経営や学校評価につ
いて，各評議員の方々から，多くのご示唆をいた
だきました。新年度４月から，比布町ではコミュニティ・スクールを導入し，学校運営協議会が設置
されます。評議員会の機能がそちらに移行されますので，今回が評議員会の最終回となりました。
今年度委嘱させていただいた４名の方をはじめ，今まで評議員をお引き受けいただいた多くの方々
からは貴重なご示唆をいただいてまいりました。今まで本当にありがとうございました。
大変ありがとうございました。
１３日（水） 中学校卒業式
１４日（木） 大掃除週間（～19 日）
フッ化物洗口
１８日（月） 卒業式総練習
１９日（火） 前日準備
１日（金）

朝会

２０日（水） 第５４回卒業証書授与式

４日（月）

６年生を送る会

２１日（木） 春分の日

職員会議〈全校５時間授業〉

２２日（金） 後片付け

５日（火）

交通安全街頭指導

２６日（火） 修了式・離任式〈全校３時間授業〉

６日（水）

ひろがり文庫

期末業務日

たてわり班解散式
７日（木） フッ化物洗口
８日（金）

貯金日

期末業務日

期末業務日

放課後パトロール

職員会議
２７日（水） 学年末休業(春休み)開始
２８日（木） 町Ｐ連教職員送別会
（＊案内は後日配布します）

１２日（火） 同窓会入会式
３１年度 第 1 学期始業式は４月８日(月)です。

