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「学年のまとめ」の学期を充実させるために
校 長 瀬戸 勝之
３学期は「学年のまとめ」の学期です。この期間
に，子どもたちには，その学年なりの学力と基本的生
活習慣をしっかり身につけさせ，次年度進級・進学さ
せねばなりません。指導する教師も，そして親も子ど
もの一年間の変容をしっかりと見届け，さらに子ども
の向上心をくすぐり続けることが大事ではないかと思
います。
子どもたちが充実した一日を過ごせるよう，次のこ
とを学校，家庭で連携して，確認・実践していきまし
ょう。
○ 子どもの頑張りをほめ，明日を励ます
一日の生活を振り返らせ，よく頑張ったこと，善
い行いに対してほめ言葉をかけましょう。そして，
明日頑張ることを話させ，力づけましょう。
そのためには，夕食の団らんも大切です。親の一
言が子どもを勇気づけます。
○ 学習の時間の確保は大切
家庭でも，学年なりの家庭学習は大切です。通山
小の家庭学習時間のめやすは，低 30 分・中 45
分・高 60 分以上です。やる気が出れば誰でも頑張
れますが，やる気が出るのを待っていたのでは，時
期を失してしまうこともあります。○時～○時は学
習の時間と決めて，机に向かう習慣をつけることは
大切です。家庭学習の習慣は担任や保護者の働きか
け，見届けが大切です。
○ 忘れ物なしは，学習の基本
本校でも忘れ物ゼロではありません。低学年の時
は関心があり，親子一緒に学習用具のチェックはさ
れますが，学年が進むにつれて，本人任せになりが
ちです。高学年であっても，まだまだ親の目や手が
必要です。子どもの自立を見届けながら声かけをし
ていきましょう。
○ 気力・体力は全てに通じるもの
これから中学・高校・大学・社会人となっていく

子どもたちにとって「気力・体力」の基礎を培うこ
とはとても大切なことです。しかしながら，このこ
とも子ども自らの力で培っていくことは難しいこと
です。親の子育ての姿勢が大切です。意図的な手立
てが必要です。日常の生活の中にも，子どもの「気
力・体力」を養う場はたくさんあります。それぞれ
の家庭で，できることを考え実践しましょう。

平成 31 年の元旦に，朝 7 時から通山校区の皆様と
押切海岸にて「拝賀式」を行いました。雲間にはっきり
と初日の出を拝むことができました。お集まりの皆様
それぞれが手を合わせて，新年の誓いを新たにするす
る姿に，心打たれました。今年一年が皆様にとって素
敵な一年になりますように。

『２学きをふりかえって』
２年 上野 みちき
ぼくが２学きにいちばんがんばったことは，じきゅうそう大会です。れんしゅ
うのときから，一ばんをめざしていました。でも，れんしゅうのときにはなかな
か一ばんになれなかったので，くやしくて，おにいちゃんとアスパル公園ではし
るれんしゅうをたくさんしました。サッカーのコーチとも，十位いないに入るく
そくをしました。だから，じきゅうそう大会の日は，とてもどきどきしながら走りました。けっかは，
ぼくは五位でした。まだまだれんしゅうしなきゃいけないなあと思いました。らい年は，おにいちゃん
とたいけつします。まけないように，もっとがんばろうとおもいます。二学きは，ほかにも秋の一日遠
足もあって，たのしい思い出がたくさんできました。おべんきょうでは，算数でかけ算九九がすらすら
言えるようにがんばりました。国語のあんしょうは，帰り道で思い出しながられんしゅうしました。と
よくしよう
ても楽しい２学きでした。いよいよあしたから，みんながたのしみにしていた冬休みです。ぼくは，雪
・あやまる やさしくげんきで なかなおり
だるまが作りたいです。だから，雪がふってくれないかなあと思っています。ほかにも，クリスマスプ
・けんかをしたら なかなおりをして たのしくね
レゼントやお年玉，わくわくするようなことがたくさんです。かぜをひいたり，けがをしたりしないで
・よびすては みんなしない なかよくね
元気にすごしたいと思います。そして，いい年をむかえたいと思います。
・わる口をいわないで すぐおたがいあやまろう
・みんなであそぶ たいや山

第 8 回土曜体験広場は，
公民館役員や女性部の方々
に御指導・御支援をいただ
き 35 名が集まりました。
初体験の御家族も多い中，
丁寧に教えていただき，そ
ばを打ち終わったときは笑顔いっぱいでした。さらに，
試食の時間には薬味を入れて何回も御代わりしていま
した。
「福を呼び込む」そば打ち体験ができました。

おやじの会による門松が正門脇
に飾られました。これまでの経験
が生かされ，一段飾りの門松が 2
時間足らずで出来上がりました。
ありがとうございました。

受賞おめでとう
◆ 平成 30 年度「税を考える週間」
＜硬筆の部＞『志布志市議会議長賞』 1 年 谷上 マリア
『入選』 1 年 今別府 美咲

1 年 春山 結菜

2 年 岩田 駿介
＜書道の部＞ 『入選』 3 年 平川 美佑
◆ 第 61 回鹿児島県児童生徒作文コンクール
『特選』 ２年 林 隆誠 「ぼくのミニトマト」

『ふゆ休みのおもい出と三がっき がんばること』
1 年 やましげ ゆい
・おともだちには ていねいなことばを つかおうね
たのしかったふゆ休みも，おわりきょうから三がっきです。わたしのふゆ休
・わざとじゃないけど ごめんね ごめんね なかなおり
みの一ばんのおもい出は，クリスマスに，サンタさんからプレゼントをもらっ
・やさしくして ぶつかったら あやまろう
たことです。ほかにもふゆ休みは，お正月にはつ日の出を見にいったり，おと
・ともだちとじぶんのいのち なかよくあそんでまもろうね
しだまをたくさんもらったり，たのしいことがたくさんありました。三がっきは，なわとび大かいや，
・えがおでね あいてのなまえを さんづけでよぼう
学しゅうはっぴょうかいがあります。なわとびでは，うしろとびをがんばりたいです。学しゅうはっぴ
・よびすてはしないよ ちゃんとさんづけでみんなをよぼう
ょうかいでは，れんしゅうや本ばんで，どうどうとはっぴょうできるようにしたいです。ふゆ休みのた
・ともだちとけんかはしないで なかよくしよう
のしいおもい出をパワーにかえて，三がっきがんばりたいとおもいます。
・まもろうよ みんなのいのち じぶんのいのち

・けんかはいけない
なかよく たのしくね
【１月・２月の主な行事予定】
・けんかしないで
いっしょにあそぼう
１ねんせい
【1 月】

毎年６年生を対象にした租税教室を実施しました。
税務署の方が，税金の種類や使い道についてアニメー
ションを利用しながら説明してくだ
さいました。日常生活であまり意識
していない税金について考える良い
機会となりました。また，アタッシ
ュケースに入った 1 億円（見本）分の札束の重さを実
感でき，驚いていました。

・人のきもちをかんがえて
いじわるしない子どもたち
１６日(水)～１８日(金)鹿児島学習定着度調査(５年)
・けんかダメ
１７日(木) いじわるしない
PTA 理事会 なかなおり

じぶんがね
・ともだちとぶつからないようになろう
２５日(金) 授業参観･学級
PTAされたらいやなら あやまろう
【２年】
【2 月】
・大じょうぶ
1 日(金) みんななかよし
避難訓練(火災)え顔のわ
委員会活動
・たのしいね
うれしいな
6 日(水) みんなであそべて
ALT 来校（ハリー先生）
・けんかをしたら
「ごめんね。
」でなかなおり
7 日(木) 貯金日
・あそぼうよ
え顔でね
8 日(金) みんなでたのしく
安全点検日
・友だちは
なかよしだ
9 日(土)みんな大切
学習発表会
PTA バザー
・やさしいな みんなで
ありがとう
PTA 親子読書の日

今年は畳づくりに挑戦しました。ミニ畳が上手に完
成！ご指導ありがとうございました。

・みんななかよし
あそべてうれしいな
１１日(月) 建国記念の日
・友だちとなかよくしよう
けんかせず
１２日(火) クラブ活動（3
年見学）
・たのしいよ
１３日(水) みんなのえ顔
学力向上家庭学習強調週間（～21 日）
・友だちといっしょにあそぼう
たのしいよ
新 1 年生入学説明会
・うれしいな 大切ないのち
ほっとする
ALT 来校’（藤田先生）
・友だちに「大じょうぶ」といわ・みんなたのしく
え顔に
１４日(木) 有明中校区三校 PTA（通山青少年館）
っこり
１６日(土) 土曜体験広場（歴史学習）

