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「幸せな大人になるために」
校長

森 晶子

『ヘリオス（太陽）～３５人のかがやき～』というスローガン
のもと、平成３０年度の学芸会を１３日（土）に実施いたしまし
た。粘り強く努力する姿勢、出来なかったことが出来るようにな
る喜び、みんなで作品を創り上げる達成感等、多くの学びがあり
ました。学芸会終了後、来賓や地域の方に「全身で歌う姿に感動
しました。
」
「とても素晴らしかったです。
」とお声をかけて頂き
ました。
「努力が自分を磨く。笑顔が人をより輝かせる。
」事を子
どもたちに伝えながら、今後も成長を支えていきたいと思います。
地域・保護者の皆様から笑顔と温かなご声援を頂きましたこと、
また、ご家庭でのサポートに心より感謝申し上げます。
次年度は、新学習指導要領によりさらに増加する授業時数を確
保しなければなりません。抜本的な見直しも必要な中、関内小学
芸会の良さをどう残していくか、保護者の皆様から頂いたアンケ
ートや、CS のご意見も参考に検討を進めて参ります。
さて、
１０月２０日
（土）
に胆振西部 PTA 連合会兼登別市 PTA
連合会主催の母親研修会で、誕生学アドバイザー澤田宏美氏によ
る「家庭で伝えるいのちの話～わが子が幸せな大人になるために
親ができること～」の講演を拝聴しました。保護者世代の子ども
の頃に比べ、約６００倍の性に関する情報が、ネット・ライン・
SNS から子どもに入るという現実や、正しい知識と意識を持た
せるために家庭の教育がいかに重要であるかを述べられていま
した。
『子どもを素敵な大人に育てるためにも、育てる大人達が
「生まれてきてくれてありがとう」という気持ちを込めて､真剣
に「いのちの仕組みの意味」を伝えて欲しい。』と力強く語って
いました。
講演内容で、
『子どもが感じるのは「大人の態度」である。子ど
もは､話の内容よりも雰囲気を覚えている。そして、
『危ないこと
は危ない､必要なことは堂々とまっすぐに教えて欲しいと思って
いる』という話が特に印象的でした。これは、どんな指導にも通
じると感じます。
子どもはいずれ大人になります。学校として、教師として、保
護者として、地域で見守るものとして、それぞれの立場で､「未
来の大人」である子どもたちに、今、しっかりと伝えるべき事は
伝えていきたいと思います。

平成 30 年度全国学力・学習状況調査結果から
４月実施の第６学年児童対象の全国学力・学習状況調査の結果
概要をお知らせいたします。
国語 A・B､算数 A・B、理科の全てのテストについて、個人差
はあるものの、良好な結果でした。特に、国語・算数の A 問題
（主として知識）の結果から、基礎的な内容については確実に定
着が図られつつあるということが分かります。ただ、本調査は学
力の一側面を図るものであり、学力のすべてを評価しているもの
ではございません。個人や学校の比較をするための調査ではない
ことをご理解のうえ、本校６学年児童の実態について認識を深め
ていただければ幸いに存じます。
〈国語 A・B〉
○目的や意図に応じ、「書くこと」について課題があります。
〈算数 A・B〉
○「 図 形 」 に 課 題 が あ り ま す 。
○グラフの読み取り等に課題があります。
〈理科〉
○人や動物の体の仕組みや、水によって地面の削られ方の理解
に課題があります。
〈児童質問紙より〉
○家庭生活では、朝食を毎日食べ、起床や就寝時刻がほぼ決ま
っており、規則正しい生活をしている児童が多いと思われま
す。
○学校生活では、先生はよいところを認めてくれると感じてお
り、学校のきまりや友だちとの約束も、ほぼ守られています。
また、いじめに対する認識もしっかりしています。
○学習に関しては、課題の解決に向けて，主体的に取り組んで
いたと感じている児童は多いです。
○自分の考えがうまく伝わるよう，資料や文章，話の組立てな
どを工夫して発表することを多少苦手としている児童も多
いです。
○学級の友達との間で話し合う活動を通じて，自分の考えを深
めたり，広げたりすることはできていると思われます。
○自己肯定感は高くなってきています。
課題の部分については、第 6 学年だけでなく、本校児童全体の
課題とも考えております。学校では、これらの結果を活用し、教
育活動全体の改善を図っていきます。今後とも学校・家庭・地域
が連携した中で、
「子どもの『生きる力』につながる学び」を目指
し取り組んで参ります。ご支援ご協力をどうぞよろしくお願いい
たします。

１１月の帰宅時刻は
「１７：００」です。

１１月行事予定
１1 月の生活のめあて

季節に合わせた清潔な身なりができる。
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※大滝小への研究
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で下校となります。
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14:40
15:30

22

木

23

金

24

土

25

日

26

月

27

火

15:30
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手話講座（1０：3５～１２：４０
フッ素洗口 ALT

2年）
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※４時間授業 市教研教育講演会（１４：００～）
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市内小学生卓球大会
２０日（土）に、総合体育館で
「市内小学生卓球大会」が行わ
れました。本校からは希望者の
１１名が参加しました。団体戦
では、２チームエントリーのう
ち１チームが見事優勝しまし
た。また、個人戦でも優秀な成績を収めました。
多くのご声援ありがとうございました。また、ボランティ
アの佐藤さん、清野さん、
団体戦
山下さんには、お忙しい
優勝 関内 A
中のたくさんの支援、
心より感謝申し上げます。
個人情報のため割愛させていた
だきます。

図書ボランティア募集中

がんばった「マラソン大会」
９月２８日（金）マラソン大会が行われました。大会前
までの朝マラソンのがんばりを十分に発揮し、秋空の下で
元気いっぱいに走る姿を見せました。
さて、大会当日はマラソン大会支援ボランティアとし
て、佐藤さん丸子さん米丸さん清野さん山木さん木幡さん
にも児童の安全確保等についてお手伝いいただきました。
ありがとうございました。また、グラウンドや沿道で保護
者の皆様にもたくさんの応援をいただきました。心より感
謝申し上げます。
ここで各学年の記録（１位のみ）を紹介します。

現在 4 名の方にお願いしていますが、作業量も多少増え
ることが予想されるため、再度ご案内いたします。内容や
日時は下記の通りです。1 日でも参加可能な方は、学校
（教頭）へご連絡ください。よろしくお願いいたします。
１ 日 時
１１月１４日(水)、１２月５日(水)、
１月３０日(水)
【１５：００～１６：３０】
２ 場 所
３．４年生教室
３

内 容
・新刊図書のカバー貼り
・本の修理（時間があれば）
※持ち物等は特にありません。カッターやハサミなど、
学校の方で準備いたします。

個人情報のため割愛させていただきます。

メール登録ありがとうございます
10 月 18 日に噴火及びそれに伴う地震の避難訓練を行い
ました。放送をきいて体育館への避難を完了したのち、有珠
山噴火のビデオで学習を行いました。胆振東部地震の後とい
うこともあり、真剣に訓練に参加す
ることができました。
今後も「自分の命は自分で守る」
ことができる意識を高める指導を行
っていきます。

多くの方にメール登録をしていただきました。ありがと
うございます。11 月１日より本格運用させていただきま
す。よろしくお願いいたします。今後特別なことがない限
り、全員用の連絡網は使用いたしません。

１１月１日は「北海道教育の日」
「道民がみんなで育てる未来の宝」

児童総会終了
１０月１７日に前期の児童総会が、行われました。前期の
活動についての多くの質問や意見がありました。児童会は子
どもの自発的・自治的に活動する能力の育成を目指すもので
す。この総会での意見を生かしながら、子供たち自らが、後
期の活動をより一層充実したものにできるよう、支援してい
ます。

伊達高校との連携
今年も、伊達高等学校の強歩大
会を応援しました。応援する方も
される方も笑顔で活動を終えるこ
とができました。

「北海道教育の日」とは、
「家庭、学校、地域社会及び行
政などが一体となって教育に関する理解と関心を高めるため
の様々な取組を展開することによって、道民の皆さんが子ど
もたちに対する教育について
考え、語りあい、行動するき
っかけとしていただく日」
（道教委 HP より抜粋）です。
子どもたちは、家庭で育ち、
学校で学び、地域で生きてい
きます。関内小学校といたしま
しても、地域総がかりで、たく
ましく未来を切り開く子どもた
ちを共に育てていけることを目指しております。

※未登録者の皆様には、未登録者のみの連絡網を配付い
たしましたので、これからはそちらを使用していただくこ
とになります。また、2 次集約を 11 月末日としますの
で、ご検討宜しくお願い致します。
※登録済みにも関わらず、連絡網に名前が掲載されてい
る場合は、関内小教頭へご連絡ください。

今年もハロウィンの飾り！
今年も山木会長から、素敵なハロ
ウィンの飾りをいただきました。来
校者も感心しきりです。中には、ス
マホで写真を撮っていった方もおら
れました。ありがとうございまし
た。

廃材いただきました。
山下さんから、廃材をいただきました。これから、色々
なものに加工させていただきます。ありがとうございまし
た。

