
今年度も続けること、新たに始めること

小清水町立小清水小学校 校長 可児 隆洋

今年度で、小清水町の「小中一貫教育」は３年目をむかえます 「小清水の子は小清水で育てる」の。

合い言葉の下、義務教育9年間を切れ目のない一貫教育をめざし、確かな学力の保障と健やかな体・

豊かな心の育成を図るための取り組みを進めます。

小清水町小中一貫教育は以下の４つを基本方針として進めています。

１ 教育目標を共通なものとする【教育目標の一貫性】

２ 学習内容の系統を接続させる【学習内容の系統性】

３ 学習指導方法を継続させる【学習指導の継続性】

４ 児童・生徒理解を一貫させる【子ども理解の一貫性】

今年度も、小学校と中学校の合同研修を充実させ、基本方針の更なる具現化を図ります。昨年から

、 、 。継続して 各教科部会ごとの児童生徒の実態を捉え課題を分析し 解決に向けて実践を積み上げます

次年度の新学習指導要領完全実施にむけて、あらためて、小学校６年間の接続を見つめ直すための授

業改善にも取り組みます。

中学校の英語科教員の専科授業や、他教科の乗り入れ授業も引き続き継続し、学習内容の接続にも

取り組みます。また、６年生の中学校舎登校もより充実を図ることで、児童理解の一貫性と学習指導

の一貫性を保障します。

「すべては子どもたち一人ひとりのため 「子どもの学力向上、確かな学力を保障するため」に、」、

日常の実践を大切に進めて参ります。小中一貫教育を推進し、保護者・地域の皆様と共に小清水の子

どもたちを健やかにたくましく育てるべく、職員一同、全力で取り組んで参ります。

４月２０日の授業参観の全体懇談では２つのお話をしました。１つは 「通知票：あゆみ」が変わる、

というお知らせでした。もう１つは、これから学校運営協議会を立ち上げ、コミュニティースクール

となるというお知らせでした。後のPTA総会や学級懇談の時間確保のために質疑の時間を取らずに説

明を終え、不明な点などがあればアンケートに書いていただくようお願いしました。

アンケートには「あゆみ」や「コミュニティースクール」についてのご質問やご意見は特にありま

、 。 、せんでしたが お配りした資料だけでは十分な説明になっていないと思います この２つについては

今後も学校だより等で進み具合等を地域・保護者の皆様にお知らせしていきます。

今年度も、皆様の一層のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

※当日配布した「全体懇談の資料」が手元にないご家庭は、担任を通じてご連絡ください。

なお、コミュニティースクールについては、ホームページで閲覧できますのでご活用ください。

小清水小学校 学校だより

羽ばたけ
令和元年５月１６日 ＜第２号＞

小清水小学校ホームページ
月間学校行事予定・年間行事予定も閲覧できるようになっています。

随時更新しているので、ホームページの方もご覧ください。

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

昨年度に引き続き、学校緊急連絡網として「フェアキャスト」を使います。フェアキャス

トは、緊急時の連絡を、メール・電話・FAX・LINEに一斉送信できる、NTTデータが提供し
ている学校連絡網サービスです。

利用料金について
していた昨年度はＰＴＡ会費からの支出でしたが、今年度からは町の予算から経費を負担

だくことになりました。
フェアキャストの特徴

(^^) 連絡は一斉送信なので短時間で伝えることができます（電話、メール、FAX、LINE 。）
(^^) 情報が正確です（機械音声、メール文で伝わります 。）

(^^) 個人情報はNTTデータで管理します。
(^^) 電話を登録することで着信に気付きやすくなります（電話＋LINEも可 。）
(^^) 学校の電話対応を省力化します。

(-_-) 送達確認の返信が必要（電話は機械音声の指示に従いボタンを押す、LINEは指定URLをタップ）
(-_-) 有料（1人あたり600円）で、一定の送信回数を越えると料金が加算されます。

交通安全教室では、交差点を自転車や徒歩で横断する練習をしました。信号がある交差点でも横断時は「右折
車 「左折車」が来ます。子ども達は、左右確認はしますが、後方からの右左折車の意識が不足しています。」
特に自転車は、斜め横断等はもちろん、交差点を停止して確認しない乗り方は危険だということを学校でも家

庭でも指導していきましょう。

自転車点検のポイント「ぶたはしゃべる」
危険です！
・自転車に乗ったまま両足がつかない
・ブレーキが固くて握ることができない

守って欲しい！
・左右確認と後方確認
・車道にはみ出さないで止まる

大切なのは！
危険を感じることができる事・

・危険を予測することができる事

後方確認中！

、 、 。交通安全教室でご指導いただいた 警察署・交通安全指導員の皆さん ご協力ありがとうございました
今後も、子ども達の登下校、自転車走行等で気になることがありましたら、その場・その時の指導をお願
いします。

、 。子ども達の尊い命を守るためには 学校だけではなく地域全体の共通・一貫した指導の継続が必要です
地域の皆様にも、ぜひ子ども達の温かく･厳しい見守りをお願いします。



１年生にとっては、初めての避難訓練でした。１年
生教室はすぐ横に出口があります。外へはすぐに出ら
れるのですが、集合場所までは一番遠かったので、４

。 、分３０秒かかりました 一番先に外に集合できたのは
最速は２年生、２分３０秒で整列できました。
外に出てからの避難中におしゃべりが聞こえる学年

がありましたが、集合してからの聞き方はとてもすば
らしく、消防士さんにも褒められました。避難指示の
放送もしっかり聞いて行動出来ていたようです。
学校長からは、普段の防火意識の話がありました。

学校にある消火設備（消化器･消火栓、防火戸等 、場）
。所や働きを知っておく大切さを説明してもらいました

小清水小学校の環境教育がめざすのは以下の３点です。

・環境に対する豊かな感受性
・環境に対する見方･考え方の育成
・環境に働きかける実践力の育成

年間を通して、各教科で学ぶ事はもちろんですが、総合的な学習の時間
や特別活用（学級活動・児童会活動等）で学んでいます。

日常的なゴミの分別指導も立派な環境教育です。子ども達は、毎日12:55~13:00

の間に教室から出たゴミを分別して廃棄物庫に運んできます。教室でのゴミの分別指
導に加えて、最後に鈴木さんからもアドバイスがあります。
さて、合格をもらえるのは何年生でしょうか・・・。

保育士さんや・幼稚園の先生にはかないません。３月と４月は、保育所や幼稚園を訪問する機

会が多くあります。保育士さんや幼稚園の先生は、とても上手に子ども達を静かにさせて話をし
ています。

いつも感心するのは 「静かにしなさい」とは、言わないところです 「みなさ～ん」と呼びか、 。
けたり、音楽や音を鳴らしたり、サインを決めたり、方法は様々ですが見事に子ども達が静かに

前をむくのです。小学校は、保育所や幼稚園に学ぶことがたくさんあります。

小学校も負けてはいられません。全校集会や儀式行事では「静かにしてください」と言

わない取り組みが浸透してきています。この頃は、児童会等の代表で司会をしたり、説明
をする役の子ども達も 「静かにしてください」とは言わなくなりました。司会者が前に、

立って、話し始めるだけで、それを見て、自分たちは何をすべきなのかを判断して行動で
きる子が増えてきました。

少し前になりますが、卒業式の全校練習で途中休憩があり、休憩明けに担当の先生がマ
イクを持って、一言めを発しただけで、スッと静かになった場面は、全校児童の成長を感
じた瞬間でした。教室でも同じような場面が見られます。特に高学年は、ペアで話し合い

をした後、だれかが全体に発表する瞬間、スッと静かになって、発表者を見るという習慣
が身について来ています。

大人も負けてはいられません。４月参観日の全体懇談の中で、授業参観中の大人は子ども達の

学習の様子を静かに見てして欲しい旨のお願いをしました。周りが賑やかだと、子ども達の「静
かに話を聞こう」という判断の切り替えができなくなります。
次回の参観日には、子ども達の学習の様子、それぞれの活動を見たり、発言をよく聞いたりし

て、子ども達の成長を感じて欲しいと思います。

「学校の勉強なんて社会に出てからは役に立たない 「勉強ができたからって仕事で役に立つわけじゃない」という」

大人もいます。確かに学校で勉強した教科書の知識の中で大人になっても積極的に使ってるものは多くはありません。

しかし学校を出た後の社会では、課題を見いだし、解決に導いたり、活用したりする力が必ず求められます。学校の

勉強は 「国語」や「算数」等、パッケージされた条件や範囲の中で論理的に思考し、日常生活や仕事に応用していく、

力をつける練習をしているとも言えます。決して子ども達に役に立たないことを強いている訳ではありません。

学校の授業は変わってきています。日常生活から問題を捉え、よりよい解決方法を考え 「こんな場面で生かそう 、、 」

「使ってみよう」という姿を求めています。それを踏まえて、家庭でも、学校で学んだことは，様々な場面で活用する

ことができると実感させてみてください。

、 、 、 、家庭では お小遣い帳をつけたり 買い物の際に計算をしてもらったり 家族の身長や体重

旅行先までの距離、飲み物の容量などに関する会話を意識的にすることで児童にとっての学習

が意味あるものとなり，学ぶ事のよさを実感を伴って味わうことができるようになります。

。 、全道的に取り組まれているチャレンジテストに次のような問題が出題されています どれも

これからはこんな問題が解決できるようにな子どもに育って欲しいというメッセージがこめられています。

これは、思った以上に正答率

が低かった問題です。

このものさしが日常生活では見

ることが少ないという理由もあり

ますが、長さは「０」から測り始

めなくても、測ることができると

いうことは知っておかなければい

けません。

これは、４年生で出された

問題です。

「〇〇算のテスト」と表題

がなくても、文章や状況を読

み取って「立式」できる子ど

もを育てていく必要がありま

す。３倍と書いてあるだけ

で「×３」としてしまう誤

答が多くありました。

この割合の問題は、２年

生のかけ算の「〇倍」とい

う考え方を基礎にして、４

年生で小数倍、５年生で分

、数倍に考え方を広げた上で

さらに小数の割り算ができ

ないと正答できない６年生

の問題でした。

チャレンジテストからは、低学年からの「系統を意識した積み重ね 「基礎基本の定着」の大切さもメッセージとし」、

て受け取ることができます。



携帯・スマートフォンを持たせる責任
小清水小学校長 可児隆洋

上記は、今から5年前 「学校からの強いお願い」として保護者向けに発出された文書の一節です。その後、社会現象と、

して頻発した携帯電話やスマートフォンを介した「いじめ 「自殺 「不適切動画投稿」等を思えば、学校として当然のお」、 」、

願いだったと思います。

昨年度11月 本校の児童対象に行った 携帯電話・スマートフォン所有実態調査 によると Q.1については この 強、 「 」 、 、 「

いお願い」が発出された当時のデータに近い結果がでてきました。

年月の流れ、社会の変化、そして当時の在校生が卒業していったということを思えば当然の結果です。

１ 携帯電話・スマートフォンを持っている、持たせようと思うご家庭は・・・

この5年間をとってみても、情報通信技術は驚くほどのスピードで進歩しています。生活の中にも深く浸透しており、小

学校ではプログラミング教育が始まるという時代になりました。現在、スマートフォンやインターネットは全国の世帯保有

率約95％であり、すでに身近にあって当たり前の便利な道具です。

学校としては、保護者に対して「強いお願い」を出せる「社会」ではなくなったと思います。しかし、いじめ等のトラ

ブルを回避するためには、持たせたくないという保護者としての意見も根強くあるのは事実です。

学校は 「社会」が変わったから 「強いお願い」をしないから、と言って持たせることを推奨するわけではありません。、 、

、「 」、「 」 、「 」、「 」ただ みんな持ってるから 友達が持っているから という買い与え方ではなく 必要があるから 目的があるから

子どもに買い与えるというスタンスを忘れないで欲しいと思います。

２ 持たせるからには家庭内ルールが大事・・・

携帯やスマートフォンを持たせることで起こるトラブルを回避するためには、大人が一定のルールのもとで、子どもを

しっかり見守らなければいけません。やって「良いこと」と「悪いこと 「気をつけなければいけないこと」などを親子で」、

共有することで、子どもを学ばせ、成長させる機会とする意識が必要になると思います。

学ばせ、成長させるためには、パスワード等を共有し、思慮分別がつく年齢になるまでは、常に「通信内容等を保護者が

管理する」という約束をしておきましょう。それが嫌だと言う子には買い与えない方が賢明だと思います。

子どもが携帯やスマートフォンを持った瞬間から、子どもに正しい使い方を教える責任を保護者が持ったということにな

ります。携帯やスマートフォンを持った上での、友達づきあいやコミュニケーションの取り方を習得させるのは私たち大人

の責任です。

小清水小学校 学校だより

羽ばたけ
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① お子さんには携帯電話やスマートフォンを持たせないでください （小学生には必要ありません）。

、 、 、② 保護者の皆様がそれでも子どもに持たせ LINE等を使用させる場合につきましては 当然の事ながら

トラブル解決も含めて、すべて保護者の責任でしていただくことになります。

携帯電話・スマートフォン所有実態調査概要（小清水小学校 H30.11.30調べ）

Q.1 自分の携帯電話やスマートフォンを持っていますか？・・・児童全体では16％（高学年は20％以上）

Q.2 学校以外の場所でインターネットを利用していますか？・・・児童全体では65％（高学年は75％以上）
主な利用は、ゲーム、動画、ライン

Q.3 携帯電話、スマートフォン、インターネットを使うときの約束はありますか？・・・児童全体では80％

下校バス
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なし なし1 小清水小学校 運動会（土曜授業）土

日2

○ ○3 月

○ ○4 火

○ ○5 校内研修水

○ ○6 木

16:107 ６年中学校登校日金 ○

8 1学年レク９：００～１１：３０（体育館）土

日9

○ ○10 全校朝会月

○ ○11 クラブ① (計画 )火

○ ○12 水

○ ○13 やまびこタイム木

16:1014 永井さん読み聞かせ金 ○

土15

日16

○ ○17 委員会月

○ ○18 火

○ ○19 職員会議水

○ ○20 体力テスト１日目木

16:1021 体力テスト２日目 戦没者追悼式参列金 ○

土22

日23

○ ○24 月

○ ○25 クラブ火

○ ○26 参観日 永井さん読み聞かせ水

○ ○27 ヤッホータイム木

16:1028 金 ○

土29

30 小清水幼稚園運動会（雨天時：午前中体育館使用）日



今年の運動会は６月１日です。感覚的にはいつ
もの運動会より１週間早い気がします。しかも、
今年は１０連休があって日程的に厳しかったので、
連休前に整地を終わらせていただいて、連休明け
早々にグラウンド

。開きとなりました

。開会式の立ち位置を決めるピン打ち作業は体育委員会の仕事です
一本一本曲がらないように打ち込むのは大変な仕事です。担当する
体育委員さんは、ラジオ体操の仕事もあるので、運動会時期は大忙
しです。
グラウンドの白線が引かれて準備が整いました。ここから運動会

練習が始まりです。満開の桜を背景に久しぶりの全力疾走がとても
気持ちよさそうでした。

１年生を迎える会を終えることで、１年生は、名実と
もに小清水小学校の一員となります。
これを境に６年生の「朝のお世話」も終わりです。１

年生はすっかり学校の約束事にも慣れて、りっぱな小学
生になりました。６年生は１ヶ月の間、１年生が独り立
ちできるように優しく、時には厳しくいろいろな事を教
えていました。６年生にとっては、うれしくもあり、少
し寂しい気持ちになる「朝のお世話」の終了です。
６年生の皆さん、ありがとうございました。

「１年生を迎える会」では、２年生から６年生が心を込めて１年生を歓迎しました。それに応えて１年
生の皆さんもおぼえたての「校歌」をりっぱに発表していました。伴奏から外れそうになった１年生を
助けるために、自然に手拍子が起こる光景も素敵でした。
これからは１年生を小清水小学校の一員として迎え入れ、ともに楽しく過ごしてください。そして、

これからも１年生のこと、よろしくお願いします。

小清水小学校ホームページ

月間学校行事予定・年間行事予定も閲覧できるようになっています。

随時更新しているので、ホームページの方もご覧ください。

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

１ ６年生の中学校舎登校
登校日は年間１１日間予定されています。６年生が朝から中

学校に登校して１時間目から６時間目まで過ごして中学校から
下校する「小中一貫教育」に関わる取り組みです。

２ 取り組みのねらい
小学６年生が中学校で学校生

活を送ることで、小中ギャップ
。の軽減を図ることがねらいです

小学生が中学校に慣れることを
目的として、中学校ならではの
取り組みや行事も体験させるこ

とで中学校への不安を軽減させることができます。
そして、もう一つの大きなねらいは、中学校の教員が小学生や小学校

の指導を理解することにあります。普通の中学校と小学校の先生方は互
いの学校に行って授業をみる機会はなかなかつくることができません。
小清水中学校の先生は、６年生が中学校舎登校をする度に、小学生と話
をしたり、授業を見たりすることができます。

３ 相互授業参観日
児童生徒理解を共有する取り組みとして、相互授業参観日がありま

す。これは、小学校と中学校の先生方が全員で、互いの授業を見に行
って、意見･感想等を伝え合うものです。
５月１５日は中学校の先生方が全員小学校に来て、全学級を参観し

ました。そこで集められた意見・感想をもとに、小中一貫教育を充実
させるための授業改善を図ります。

４ 小学校と中学校が一貫した児童生徒理解をするために
小学校入学から中学校卒業までの9年間を見通して子どもの育

ちや学びを見守るためには小学校と中学校が視点を共有し一貫
したものにしなければいけません。そのために、児童や生徒一
人一人について、小・中がお互いの情報を交換し合う事、また

。児童理解・生徒理解の仕方を共有する事ができるようにします

この日は市街地の児童もバス登校できます

靴箱も教室も用意されてます

中学校教員が小学校を参観

小清水で観察できる野鳥は全国で見られる野鳥の約半数３００種以上もいるそうです。そんな豊かな
自然環境がある小清水町について学ぶのが総合的な学習の時間です。
小清水町観光協会のご協力により、今年は３年生が野鳥を学びました。教室での説明、バードコール

作りから始まり、双眼鏡の使い方を学んで、実際にフィールドワークに出ました。オホーツクの村では
モモンガにも出会うことができたようです。３年生は、見慣れた風景も生き物たちを通して違って見え
てきたようです。

音がなるように磨きます 双眼鏡の使い方も習いました小清水の野鳥は有名です


