
 

 

 

 

 

 

学力の課題を       

しっかりと受け止めて 

  

 

すっかり秋の気配が感じられるようになり、午後

６時を過ぎると外はかなり暗くなってきました。家

庭では子どもとかかわる時間をしっかり取ってく

ださっていることと思います。 

 さて、９月には、平成２９年度の全国学力・学習

状況調査（全国学テ）の調査結果が公表されました。     

具体的には、近くお示しし、学校と家庭の一層連携

した取組の必要性について共に考え、学力向上に取

り組んでまいりたいと考えていますので、よろしく

お願いします。 

 その前に、この夜長の季節をより上手く使ってい

くための提案をさせていただきます。 

 

一つ目の手立てとして、「本をしっかり読ませる」 

 ご家庭の「うちどく」の日はいつですか。子供た

ちは、本を読んでもらうのが大好きです。高学年で

も喜んでお話を聞きたがります。読み聞かせを通し

て、お話のおもしろさや素晴らしさに気づき、少し

ずつ本が好きになっていきます。親子で、家族で読

書をすることで共通の話題から夢や想像の世界が

広がります。読書をしっかりさせ、文章を読み取る

力や表現する力等をつけていきましょう。 

 

基礎学力を定着させるための二つ目の手立てとし

て、「家庭での学習時間の保証」 

子供は、誰もがわかるようになりたいと思ってい

ます。わかれば楽しいし、「自分だってできる」と

自信も持てます。教室で習ったことをさらに家庭で

ドリルすることで力がついていきます。「ゲーム」

等にかける時間が気がかりになっていませんか。 

本物の力をつけるためにも、学校では、わかりやす

い授業の一層の工夫・改善に取り組んでいます。家

庭学習の習慣を身につけさせるための「家庭学習の

手引き」も年度当初に配付させていただきましたの

で、今一度ご確認いただき、連携した取組を推進し 

 

 

 

 

 

 

ていきましょう。 

砂山小学校の子供の学力につきましては、現状 

と課題、今後の取組の方針等についてまとめたもの

を後日、配付させていただく予定ですので、一層の

ご協力をよろしくお願いします。 

 

たくさんの方々に支えられて 

 毎朝、登校時の見守りをしながら声をかけてくだ

さったり、交差点で安全面等に気配りしてくださっ

たりと、いつも子供たちのことを大切に見守り、支

援してくださる方が、地域にいらっしゃいます。 

でも、目に見えないところで、子供たちの育ちを

支え、見守ってくださる地域の方がもっとたくさん

いることも、私たち学校と保護者は忘れてはいけな

いと思っています。 

先日、砂山地区民生委員児童委員協議会少年補導

員会から、子供たちのために、体育の学習に活用す

るサッカーボールとティーボールセットを寄贈く

ださいました。この場をお借りしまして、お礼申し

上げますとともに、ご披露させていただきます。 

十分に教材を揃えられない現状にあるので、学校

としては、地域等からの支援があり、大助かりです。

本当に、ありがとうございました。 

このように日頃からお世話になっている、たくさ

んの地域の方々に、子供たち全員でみなさんにお礼

ができればと思います。 

そこで、１１月８日（水）には、児童全員で地域

の皆さんにお礼の気持ちをお伝えする、ありがとう

集会を開催する予定です。 

次回、１１月号でお知らせいたします。 

 

授業参観・教育講演会のご案内 

 日時：１０月２０日（金）  

【授業参観】  １３時４５分から 

  【教育講演会】 １４時４０分から 

講師：有本 宗生 氏（元 雜賀小学校 校長） 

演題：「子どもの幸せのために」 

 自分とは違うからという理由などで知らず知らずのう

ちに他の人を排除しようとしたり、傷つけたりしている

ことはありませんか。保護者として、地域の一人の大人

として、砂山の子供たちを育てるために、一緒に考えて

みませんか。ぜひ、地域の皆さんもお誘いして、参加く 

ださいますようお願いいたします。 
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５                          １０月 行事予定 
２日(月) 振替休業  

３日(火) 交通安全指導 安全点検   

４日(水) 委員会  

５日(木) 就学時健診（受付１３：３０～） 

     英語トレーシー1-1/1-2 

６日(金) 英語ライアン 4 年 食後尿糖検査 5 年 

９日(月) 体育の日 

１０日(火) 視力 6 年 

１１日(水) 5 限 2-2 研究授業 視力 5 年 

１２日(木) 英語トレーシー1-1/1-2/3-2 視力 3 年 

１３日(金) 英語ライアン 4 年 視力 4 年 

１４日(土) 4 年ミニ運動会 

１６日(月) 視力 2 年 

１７日(火) 1～3 年 5 限まで授業(20 日金曜に 6 限授業) 

      視力 1 年 

１８日(水) 県学力テスト 4・5 年 クラブ 

１９日(木) 5 年モアレ検診 13:50～  

英語トレーシー2-2/2-1-3-1 

２０日(金) 全学年 6 限まで授業 

授業参観 

教育講演会 

 講師：有本宗生先生(元雑賀小学校長) 

    「子どもの 幸せのために」 

3 年保護者会 金賞展 

２１日(土) 2 年ミニ運動会 市陸上競技大会 

２３日(月) スクールカウンセラー来校 

２５日(水) 第 1 回教科別研修会  

（全児童 13:00 頃帰る予定） 

      英語ライアン先生 5・6 年 

２６日(木) 英語トレーシー2-2/2-1/3-2 

２７日(金) 遠足 1・2・3・4 年 

      6 年県庁探検 

２８日(土) 1 年ミニ運動会 

３１日(火) 6 年修学旅行(1 日目) トミタ工業見学 3-1 

      ベルマーク袋配布 

１１月・１２月の主な行事予定 
１１月 

１日(水) 創立記念日 交通安全指導  

セーフティネット 木曜時間割 

     6 年修学旅行(2 日目)   

２日(木) 水曜時間割 委員会  

トミタ工業見学 3-2 

     英語トレーシー1-1/1-2 

３日(金) 文化の日 

６日(月) 英語ライアン先生 4・5・6年 

８日(水) ありがとう集会 5限 

９日(木) 津波防災訓練  

英語トレーシー2-1/3-1 

１０日(金) 5年遠足  

      スクールカウンセラー来校 

１１日(土) 三角公園花の植替え 

育友会校内清掃 

１５日(水) 第２回教科別研修会 

      算数研究授業 5限  

1-2・4-2・5-1 

１６日(木) 5年市場見学  

英語トレーシー1-1/1-2 

１７日(金) 6年和ろう祭校内発表見学 

１８日(土) 3年ミニ運動会  

２１日(火) 授業参観(人権教育)・懇談会 

２２日(水) 4年ママのほっと広場 

5年遠足予備日 

２３日(木) 勤労感謝の日 

２７日(月) 英語ライアン先生 4・5・6 年 

２８日(火) 交流音楽会 4 年 

２９日(水) なかよし学級と 

紀北支援学校交流 2 限 

３０日(木) ベルマーク袋配布  

英語トレーシー2-2/3-1/3-2 

１２月 

１３日(水)音楽集会５限 ２２日(金)終業式       

            

下校時刻変更のお知らせ 
１０月５日(木)  

◎就学時健診のため 

   ５年 新入児のお世話をして １５：４５頃下校  

1～４年及び６年 午後清掃後１３：２０頃下校 

１０月１１日(水)  

◎研究授業(5限)のため 

 ２－２ １４：３０頃下校 

 他学級 １３：１５頃下校 

１０月１７日(火) 

◎金曜時間割に変更のため 

    １～３年   5限まで  

４～６年   6限まで 

１０月２０日(金)  

◎授業参観・講演会のため（火曜時間割に変更） 

 全児童 6 限終了後下校 

１０月２５日(水)  

◎第１回教科別研修会 で職員が他校で研修のため 

 全児童 給食終了後１３：００頃下校 

 

       

秋の遠足のお知らせ 
１．期 日 平成２９年１０月２７日(金) (１～４年) 

２．行き先  

１年(和歌山城公園)     雨天中止の時 11/6(月)  

２年(こども科学館・岡公園) 雨天中止の時 11/6(月)  

３年(ビッグバン)      雨天決行 

４年(県立自然博物館・稲むらの火の館) 雨天決行 

  ◎靴は、はきなれたものをはいていきましょう。 

◎持ち物には、名前を記入しましょう。 

３．５・６年生の予定         

５年(和歌浦漁港)１１月１０(金) 

雨天中止の時 11/22(水) 

６年（県庁の見学）１０月２７日（金） 

※ ５・６年は、平常通り 1時間目から授業です。 

６年は、9:30から県庁の見学をします。雨天決 

行です。どちらの学年もお弁当が必要です。 

※詳細は、各学年のお知らせをご覧ください。 

 

 

 

 


