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子 どもたち は生き物が大好きです。「 カニもってきた」と元気 に撃校 してく る子 、「 ダン ゴ

ム シ見つけ たと うれしそうに 大休憩を 終 えて教室 に戻 る子もいます。 各教前の廊 下に は

ザリガニ、 カ メなどが、玄 関の「水族館� Jにもカワムツ、 シ ロメ ダカ 、 スッポンなどの水槽

が並 んでいま す。 きらに地域の皆様 もご存じのと お り、� 2頭 のヤギと

犬の シ ロもいて、有功東は生き物いっぱい の学校です�  o 生き物に触れ

ないまま成長してい く子どもたちが多く なったとい われ るなか、これ

ほど た くさんの生き物が いる学校は、和歌 山市にはないと思います。

また、� 1年生はアサガオの 、� 2年生は野菜の苗(ミニトマト ・オク

ラ ・ナス ・キュウリなど)の世話 も始まり、 一人一人自分の植木鉢に

に水 をや ったり 観察 したりしてい ます。高学年 もジ ャガイモやカボチャな

ど、 教科の学習 に関わる植物 を栽培 しています。

生き 物 を、責任をもって飼い続けるということは大変 です。 毎日のえさ

ゃり ゃホ替 え、フンや水槽の掃除、散歩など、動物の命を守 るために しな

ければいけないこと がた くさんあります。 これは、世話 をす る子の 都合で

勝手に変 える ことがで きないことですか ら、続けること に よって子どもた

ちの身 につ くこともた くさんあります。 例え ば、 責任感や 自己有用 感 を暗

います。 また、友達と協 力す る こ とのすば ら しさや生命への感動 を味わうこともあります。

そして、自 分 の命 だけではな〈、友達 も大切にしよう という心情を育むことにつながります。

たくさんの生き物や植 物との ふれ あいを通して、自他 の命を大切に し、友達の気持 ちを思

いやることができ る子 どもたちに育っ てほ しい� E願 4っています。
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た くさんの子どもたちに 見守られてきた有功東 小の愛犬 「シ ロ」

も、最近はずいぶん弱ってきているのが気 がかりです。散歩では、

足を 引 きずった り階段を踏み外 したりするこ� εがあります。また、

目も弱 くなってきているようです。 そん な シロですが、やはり有

功東のアイドル的存在 です。休憩時間になると 様子 を見に来て く

れる 子 がし、ます。今年 も� 4年生以上で募集した「 シロのおさんぽ

隊Jに多 くの子が参加して くれています。 もち ろんヤギ人気 も今

までどお りで、 「ヤギ隊Jにもたく さん参加 して くれています。



今年の子どもたちの授業時間ですト

【2年生】 平成� 23年度から新しい学習指導要領

がスタートし、、教科書 の内 容 も平均� 3

割程度増えて います。 これに伴い、 今年

度から� 1、� 2年生の� 1週間あ たりの学習

も� 1時間増え ました。� 1年生は� 1週間に� 

2 5時間学習します。� 2年生は� 26時間、� 

3年生は� 2 7時間、� 4年生以上は� 29時

間 (クラプ・ 委員会 の� 1時間を含む)と

なります。

左の表は、各学年の午後の授業の日程で� 

す。 6限の終 了が� 15時� 5 L良之� 32 

7時� 50分から� 8時� 25分の聞に登校すること になっています。� 
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近年、 子ど もたちをね らう不審者が増 えてきています。学校 でも 折に触れ子 どもた ちに話

をし、防犯 ブザー等 の携帯 も指導し てい ますが、何よりも地域の方 々の見守 りが大き な抑止

力 止なります。子どもたちの 下校時刻に ちょっと家の外 に出てい ただいたり、 買い物に 出か

けたりしていただければ、子 どもたち を犯罪から守 るこ とにつな がります。 よろ しくお願い

します O
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もうす ぐ今年も梅雨がやってきます。 この時期か ら特に


心毘なのが水の事故です。 下校中に車を避 けて用水路に は


まったり、池 に釣りに 出かけて川に 落ち たりす る事案を 和


歌山市内 でも 耳にします。有功東 の校区で も子 どもたちの 


通 る道に用水路が並行 しているとこ ろがた くさんあります。


また、池もあります。池について は、魚釣り は禁止されて 


います。また、紀ノ川 な どでの釣 りについても 子 どもだけ 


で行かないよう 指導 しています。
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研究指定校

・平成23・24年度教育課程指定枝事業く生活科><文部科学省 |今年も国・県 ・市からの
・平成� 23年度学力向上推進校事業 (和歌山県教育委員会 指定を受� lす、研究をスタ

・平成� 23・24年度新しい教育の課題に対する研究指定く総合的な学習の時間� >1ートしました。， ，月に� 

(和歌山市教育委員会は、研究会を開き市内の

.wプロジェクト(平成� 23・24年度� ) 先生方に私たちの取組を� 

r1 C Tを活用した学力向上のための研究協力実践校」 みていただきます。

「電子黒板の活用に関する研究協力実践校� J
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