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目標を持つことの大切さ
小清水町立小清水小学校長 可児隆洋

、 。 。目標を持つと やるべき事がはっきりします 暗い道でもライトを照らすと歩きやすくなるのと同じです

見通しが立てば、やる気と元気が出て頑張れます。

先日の、マラソン大会では、いくら疲れていてもゴー

ルが見えてくると、元気がわいてきました。どんな順位

だろうと、目標を持って頑張っている子ども達には、み

んなが応援してくれました。ゴールして目標を達成でき

たなら、大きな喜びを得られました。苦しくて弱音を吐

いても立ち止まらず、自分に挑戦する気持ちで、黙々と

走っている子どもたちの姿は、それだけで価値がありま

した。

二刀流として有名なメジャーリーグの大谷翔平選手

は、目標をもって野球に打ち込み、夢を実現していきま

した。大谷選手は、高校時代の野球部の監督さんから教えられた目標達成シートに必要な行動・要素を書く

ことで夢を叶えていったそうです。もちろん、大谷選手には目標を達成できるだけの能力があったのかもし

れません。しかし、一人ひとりが持つ力を余すことなく発揮するためには、やはり、目標を持つことが有効

な手立てなのです。

子ども達の教室にはいつも目標が掲示されています。２学期の目標、マラソン大会の目標、学芸会に向け

ての目標もできあがったようです。来校された際には、保護者の皆さんにも是非目を通して欲しいと思いま

す。それらが、子ども達にとっ

て目指すゴールであり、道筋を

示すライトです。大谷選手の監

督さんのように、子ども達の持

てる力を発揮させるために、ゴ

ールをその都度指し示し、導い

ていくのが私たち大人の役目な

のだと思います。 目標に向かってスタートする子ども達選手宣誓は目標の発表です

応援の声で子ども達に力がわいてきます。
たくさんの声援ありがとうございました

小清水小学校ホームページ

学校だよりに載ってない記事も掲載しています。

、 。随時更新しています ホームページの方もご覧ください

http://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/elementary

１学期の終わりに、全校児童が自分の1学期について100点満点で評価しました。特徴的な傾向がこ

の二つです 「発表する」とか「相手に伝える」という項目です。グラフは70点から始めて差を際立た。

せているのですが、学年が上がるにつれて、すすんで発表したり質問したりすることを苦手だと思って

いる子が多くなっています 。。

子ども達が大人になった時 「情報を集め、整理し、自分、

なりの筋道を立てて、人前で堂々と主張する力」が求めら

れる世の中になるだろうと言われています。

話す側としては、人前でも恥ずかしがらず、自分の意見

を主張する経験、聞く側としては、自分の考えと比べなが

ら、最後まで話を聞く態度を身につける経験を数多く積ま

せる必要があります。

先日、６年生がパネルディスカッションの学習をしてい

ました 司会者 パネリスト フロアの役割に分かれて の。 、 、 、「

び太にはドラえもんが必要か 住むなら都会か田舎か 欲」「 」「

」 。しいなら妹か弟か という３テーマに分かれての討論です

それぞれが意見を述べ、それに対する質問をし、まとめ、

感想を言い合っていました。このような経験を積み、学級

会や児童会の中で活かしていけることを、大いに期待して

見ることができました。
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わからないことは、すすんで質問をしま
したか。

「マラソン大会が好きな人、手をあげて！と聞いたら、だれも手をあげなかった ・・・と、ある先」

生が言っていました。なぜ、わざわざ長い距離を走らなければならないのかと、疑問を持ちながら走っ

ている子どもは多いようです。

そうは言いながらも、多くの子ども達は、暑い日も、肌寒い日も朝からグランドを走っていました。

本当に頑張っていました。

持久走は、健康増進

のため、体力向上のた

め、心を強くするため

等、それぞれの目的が

あります。自分の目標

に向かって努力したり、

みんなで力を合わせて

目標達成に向かったり、

様々な工夫の下で持久

走に取り組み、本番の

マラソン大会を迎えま

した。
練習距離をみんなで合計
したら「函館」を通過！体育委員会のマラソンカード



町内全児童生徒の絵画と書道の作品が集められ審査会が開か
れました。
どの作品も力作ばかりで審査員の皆さんは、どの作品を賞に

選ぼうかと、真剣に頭を悩ませていました。

展示会は 12月14日～16日
表彰式は 12月15日

いずれの会場も愛ホールで開かれます。

児童会３役と各委員会の任命式を行いました。役についた一人一人の名前が読み上げられ、元気に返事を

して起立する姿がとても頼もしく思えました。

これから各委員会の仕事を中心になって進めていきます。それは、自分たちの学校をよりよい学校にする

ためのとても大事な仕事です。

しっかり、目的をもって、少しでも成果がでるような活動を期待したいと思います。

ヤッホータイムは縦割り班（1年生から６年生の全学年のグループ）でゲームをします。ゲームは各班

の６年生が企画をして進める集会です。今日だけは、学年関係なく一緒になって遊べるので低学年にと

っても、高学年にとっても楽しみな集会です。

このヤッホータイムは、子ども達、特に６年生の自主的・創造的な活動の場としての取り組みです。

自分たちで時間を管理しながら、ルールを伝え、進行していき、とっ

さのトラブルにも対応しなければいけません。

今日は、じゃんけん列車、なかみ当て、新聞たたみ、たから探し、

ジェスチャー等で楽しい時間を過ごしました。運営していた６年生に

楽しむ余裕は無かったでしょうが、下級生達は大喜び。

大成功の集会でした。

先日ご案内いたしましたが、オホーツク東部地区Ｐ連の研究大会が小清水町の愛ホ
ールで行われます。講演者はTEAM NACSの森崎博之さんです。
めったにない貴重な講演会ですので、皆様のお越しをお待ちしております。ＰＴＡ

三役、研修委員会役員の皆様には実行委員としてご協力いただきます。
お世話になりますが、よろしくお願いいたします。

中学校音楽科大平先生が６年生の合唱指導をしました 「良い声は良い姿勢から」ということで、足の開き。
方、体重の乗せ方、肩の力の抜き方等教えていただきました。
6年生の後は、先生方も合唱指導の研修です。６年生の歌を例にして、実際に歌いながら合唱の指導法を

習いました。

前回の中学校授業に続き、今回は小学校に

中学校の先生が全員集まって、授業研究を行

いました。

先生方は、小学校と中学校の学習内容の系

統性や学習指導の一貫性を意識しながら授業

づくりをしています。１年国語、２年算数、

６年道徳の３つの授業を題材にして効果的な

指導方法について意見交換しました。

今回は、他の学校の先生方も視察していただき、ご意見をうか

がう「公開研究会」という位置づけでもありました。他の学校の先

生方にも様々なご意見を伺うことで、より一層の連携強化にはずみ

をつけることができました。
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充実した、やりがいのある委員会活動
小清水町立小清水小学校長 可児隆洋

これは、昨年12月の保護者アンケートにいただいていたご意見です。このような声があるということ

は、同じ思いを持っている保護者が他にもいる、家で不満を言えていない子ども達もいると考えます。

それぞれの委員会活動は、子ども達の「当番」や「役割分担」があり、一人一人が責任をもって協力し

合わなければ活動が成り立たないものです。このご意見の様に、誰かが、仕事をしなければ、他の誰かに

その負担がかかってしまいます。

私たち教員は、子ども達の組織やシステム作りを手伝います。当番活動や役割分担がうまく動くように

子ども達に考えさせ、実行させるのが教員が指導することです。何よりも大切なのは、子ども達の動機付

けや意欲付けです。目的意識、自主性、責任感等を育てる事が先生方の役割となります。

先日、後期の児童総会が終わりました。校長として次のような「例え話」をしました。

「例えば、体育委員会は、体育館の器具庫を委員会の君たちが整理することを目的にしてはいけません」

「体育委員会は、全校の児童が器具庫をきれいに整理して使えるように、全校の児童の「気持ち」や「行

動」を変えてください」

、 、 「 」児童会総会では 各委員会が提案した 自分たちで自主的に考えた 学校をよくするための様々な活動

が承認されました。主な活動を３つに分けてみました。

①「○○検定、○○コンテスト」例えば、なわとび検定やイラストコンテス

トの様に自分の好きな物や特技を高めたり、それを多くの人に広めるため

の活動。

②「○○調べ、○○チェック」例えば、廊下歩行調べや忘れ物チェックの様

に、ダメな物は減らそう、良い物は増やそうという活動。

③「伝え・広める活動」例えば、ポスター作り、あいさつ運動、やまびこ集

会の様に、誰かに何かを伝えて、行動してもらおうという活動。

このように、委員会活動は 「活動すること 「当番をすること」が目的ではなく「誰かに行動しても、 」、

らう事 「気持ちを変えてもらうこと」を目的にして欲しいと思うのです。」、

近頃の校内放送を聞いていると、原稿を読むだけではなく 「今日も一日がんばろう! 「ごみをしっかり、 」

片付けよう！ 「明日も元気に学校に来よう! 、こんな思いが伝わるアナウンスができる子が増えてきたよ」 」

うに感じます。児童会三役の朝のあいさつ運動もはじまりました。

これから始まる他の委員会活動も 「目的に向かう子 「協力し合う子 「責任を持って取り組む子」の、 」 」、

充実したやりがいのある取り組みになることを楽しみにしています。
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「児童会活動を真面目にやっている子とそうじゃない子がいるようです。家では不満を

漏らしていることがあります。委員会活動まで指導が忙しく、行き届かないかもしれませ

んが、気にかけていただけると幸いです 。」

児童総会の質疑応答

下校バス

14:45 16:00日 曜日

（ ）16:10 金

○ ○1 学芸会特別日課 全校朝会木

15： 00 16:102 種目説明会 特別日課金

文化の日3 土

日4

○ ○5 児童係打合せ（１４：３５～）月

○ ○6 火

○ ○7 総練習 反省水

○ ○8 木

16:109 会場設営、児童係打合せ (放課後 )金 ○

✖12:4010 土 学芸会 （土曜授業）

日11

○ ○12 委員会 5・ 6年片付け月

○ ○13 クラブ火

○ ○14 フッ化物洗口水

○ ○15 永井さん読み聞かせ 卒業アルバム個人写真撮影木

16:1016 卒業アルバム個人写真撮影金 ○

土17

日18

○ ○19 月 ６ 年生 ６時間授業

○ ○20 火

○ ○21 フッ化物洗口水

○ ○22 ６年中学校登校日木
PTA親睦ミニバレーボール大会１９時～

23 町民文化祭金 勤労感謝の日

土24

日25

○ ○26 読み聞かせ6年 3年 1年月

○ ○27 火

○ ○28 フッ化物洗口 読み聞かせ４年５年２年水

６ 年生 ６時間授業

○ ○29 集団下校訓練 やまびこタイム木

16:1030 金 ○



「給食を残さず食べるきっかけ」になってほしいと始
まったのが 「食缶からっぽ調査」です。給食センターの、

前に、食缶がからっぽになったクラスをグラフで表示し
ています。苦手なものも、ひと口食べてみよう、ひと口
食べることで味覚が広がり、将来的においしく食べられ

るようになって欲しい、感謝の気持ちにつながって欲し
いという思いが込められています。

「食育」という言葉を耳にするようになって久しくな
ります。食育は、生きる上での基本です。知育・徳育・

体育の基礎となるもので、様々な経験を通じて「食」に
関する知識と「食」を選択する力を習得すること目指し
ます。

とはいえ、学校で出来るのは、給食を基本とした食育だけです。
やはり、食べるという行為が楽しいものであることを教え、

学び、育てる場所は家庭です。家庭で愛情あふれる
「食卓」を朝と晩に提供していただくことこそ、
最も効果的な食育なのだと思います。

① 偏りのない食生活を送ると、集中力や作業能力、学習能力が高い子に成長します。

② 病気に対抗できる免疫力や体質が備わった体を作り病気を予防緩和します。

③ 人に対する思いやりの心、社会的なマナーの体得など心身の成長や人格の形成面に大きな影響を与えます。

開町100年という節目を迎え、様々な場を通して町の歴
史や先人の思いをあらためて考えさせていただく機会や著

名な方々とふれあう機会がありました。
今回は記念式典に児童会・生徒会の会長が「未来への誓

い」を宣言する機会をいただきました。また、金管バンド
も中学校と陸上自衛隊第２音楽隊との合同演奏の機会をい
ただきました。

どちらも、大人でも緊張する雰囲気の中で立派に務めを
果たすことができました。

交通事故、犯罪等を防止することを目指し、町民

の皆さんと明るい地域社会を築くことを誓うための

大会に、児童代表として児童会副会長が交通安全宣

言を発表してきました。

ＰＴＡ親睦ミニバレーボール大会申し込み開始

11月22日（木）

19:00～小学校体育館

参加申し込み書が配布されて

います。多くの参加をお待ちし

ています。

ＰＴＡ総務委員会

【

子どもが抱える課題を地域ぐるみで解決することは、これからの学校が目指す

べき姿の一つです 「目指せ！算数マスター」は、その一つの形として放課後児童。

クラブ室と連携し 「学習支援活動」に協力していただいています。、

放課後の体育館２階のフロアには自習スペースがあります。そこで子ども達は、

①計算プリントに取り組みます。

②100点がもらえるとカードにスタンプが押されます。

③そのスタンプがたまったら、検定を受けることができます。

④合格点がとれたら「○○級」が与えられる仕組みです。

計算プリントは、毎日取り組めます。検定は、毎週火曜日に実施しています。

参加している児童が、自分のペースに合

わせて学習できるように、計画的・主体的

に学習に取り組む自主学習の形にしていま

す。わからない問題等については、質問して、その場で解決できるようにしてい

ます。

全員に、毎日少しずつでも取り組んで欲しいと願っているのですが、遊ぶこと

に夢中だったり、時間が少なかったりするため、まだまだ参加率は低く、低学年

で約４０％、中学年で２０％、高学年で１０％程度です。

児童が自分の習熟度に応じて進んで参加し、学習意欲の向上や家庭学習の習慣化の一助になることを期待している取

り組みです。ご家庭でもぜひ参加を促してみてください。

検定結果は学校のホールにも掲示

6年生の中学校舎登校日は、朝から中学校に登校して帰りは

中学校から下校します。

今日は音楽や体育を中学校の先生と一緒に勉強しました。今

年度は４回目になるので、ようやく中学校舎生活に慣れてきた

ようです。

10月2７日、オホーツク東部地区Ｐ連の研究大
会が小清水町の愛ホールで行われました。

講演者はTEAM NACSの森崎博之さんでした。食
育から子育ての話まで、親しみやすい語り口で、あっ

というまに２時間近くが過ぎました。
ＰＴＡ三役、研修委員会役員の皆様には、午前中か
ら準備をお手伝いいただきました。会場受付、接待、

駐車場整理、託児等に分かれていただき、講師の森崎
さんの顔を見るどころか、声も聴けなかった方もいら

っしゃるのではないでしょうか。
、 。大会が無事 成功におわったのも皆様のおかげです

ご協力ありがとうございました。

終了後、皆さんお疲れ様でした


