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６年生の企画運営で１年生を歓迎する集会を開き

ました。入学からひと月たって、ようやく学校生活

にも慣れてきた１年生も、今日は少し緊張した様子

でした。

毎朝お世話に行ったり、給食を一緒に食べたりし

ている６年生も、みんなの手を引いて嬉しそうに入

場しました。

その他の学年は、１年生に手作りプレゼントをした

、 。り 学校のルールを寸劇やクイズで伝えたりしました

１年生は、みんなが思っているよりも、ずっと何で

もわかって、何でもできるのです。

上の学年の子ども達には、親切にするばかりが「優

しさ」ではなく、ルールをきちんと教えてあげるのも

「優しさ」だということをわかっていて欲しいと思い

ます。

楽しかった集会のお返しに、１年生は校歌を発表しました。

入学式の時に初めて校歌を聴いて、びっくりしていた１年生も、この日は堂々と、

３番までしっかり歌うことができました。今度は、２年生から６年生までがびっくり

でした。

校歌を歌えるようになって、１年生も小清水小学校の仲間入りが済んだようです。

これから何度も何度も歌う校歌です。みんな大好きな校歌なので１年生も大好きにな

って欲しいと思います。

くす玉！開け！！

今年も、６年生は１２回の中学校登校を経験します。

今日は第１回目の体験登校でした。誰でも最初は不安なものですが、

中学校の先生方の楽しい雰囲気と、久しぶりに会った先輩方との休み時

間のふれあいで、少しリラックスできました。次の登校日に備えての校

舎説明で、校内をぐるっと回りました。小学校には無い教室や難しそう

な黒板の文字をみて、中学校に来ていることを実感したようです。

６時間目は、中学

校の奮起集会を見学

しました。生徒会の

はからいで、６年生

にも出番をつくって

もらえました。

さて、次回は１８

日金曜日、登校から

終日の体験です。
やっぱり最初は緊張しました 数学って難しそう…

久しぶりに先輩との再会

集団下校の時には、班別に各教室に集合します。そ

こで、集団下校の目的や帰る順番を確認しました。

本番に備えるという意味で、吹雪の日や台風の日な

ど、どうやって帰るのかをしっかり確認しました。

不審者の対応につ
いても、他人事では

無い世の中です。備
えるのは災害時だけ

ではないことも先生
方から話があり、訓

練により真剣さが増
していました。

せっかくグランドが使えるようになったのに、雨や

低温ですっかりお預けになっていました。しかし、多

少寒くても、勉強や運動会は待ってくれません。子ど

も達は元気いっぱいに外に出て学んでいます。

春の花さがし 町の施設見学に出発

運動会の準備も始まりました

今年度も、小学校と中学校の先生方が集まって、教科毎の

課題を話し合います。それぞれの教科で子ども達の力を伸ばし

たい部分を確認し合って、授業にどうやって生かしていくのか

を１年間かけて実践しま

す。



スポーツに限らず、習い事をしている人は、つら
いことがあっても、あきらめないで続けていて欲し
いです。続けることで、なにか見えることがありま
す。夢や目標は諦めないで続けてみることが財産に
なります。がんばってください
今は、よく食べて、よく遊んで、たまにはけんか

もして、今しかできないことを頑張ってください。
みんなはまだ、今やっている勉強が役にたつかわか
らないと思います。
自分はスポーツが得意だから、スポーツができれ

ばいいんだと思っている人こそ勉強が大切です。手
を抜かずに、しっかり学校生活を送ってください。

高木 美帆

小清水でスケートを頑張っている子がたくさん
いたので嬉しいです。他のスポーツや習い事をす
る子たちも、好きなことを一生懸命やって欲しい
です。
何でもやらされている気持になっていたら、楽

しさが少なくなります。自分が好きだから、
楽しいからという気持ちで続けることで、たとえ
結果が出なくても、続けて行く支えになります。
どんなことにも楽しく一生懸命がんばってくださ
い。
先生のいうことを聞いて、勉強もがんばってく

ださいね。

高木 菜那



（新年度なのであらためて説明します ・・・小中一貫教育とは ）

小清水小学校長 可児 隆洋

1 はじめに
平成29年度から、小清水小学校と小清水中学校は小中一貫校となりました。小中一貫校とは、教育目標に一貫性

をもたせ、小中学校で互いに連携を図りながら教育活動を実施する学校のことです。
本校は、一般的な名称として「小清水小学校」を使用していますが、法令（学校教育法等）に基づいた名称として
は 『小清水町立小清水小中一貫型小学校（中学校併設型小学校 』となります。、 ）

ＰＴＡ総会で承認をお願いした緊急連絡網フェアキャストには、この名前を使用し、小中一貫校、つまり「１つの
学校として」契約を結んでいます。

2 小中一貫教育の基本方針

小清水町の小中一貫教育には4つの基本方針があります。この方針に基づいて様々な取り組みを小学校と中学校が
実践しています。

方針１ 教育目標を共通なものとする【教育目標の一貫性】

方針２ 学習内容の系統を接続させる【学習内容の系統性】
方針３ 指導方法を継続させる 【学習・生徒指導の継続性】

方針４ 児童・生徒理解を一貫させる【子ども理解の一貫性】
この方針の目指す子ども像は 「進んで学習に取り組み、学ぶ喜びを感じ、意欲に溢れる元気な子ども 「心豊か、 」、

で思いやりの気持ちを持ち、仲良く学校生活を送る子ども 「心身ともに健康で、明るく、たくましい子ども 「自」、 」、
分の夢を持ち、実現に向け挑戦する子ども」です。

３ 今年度の取り組みの概要
①「教育目標の一貫性」を図るために、小学校と中学校で目指す子ども像や教育目標の重点を共通一貫したものに

定め、それぞれの教育活動の目標としています。
②「学習内容の系統性」を図るために、各教科の「さらに身につけさせたい 「さらに伸ばしたい」知識や技能、」

学び方や考え方等を系統的に一貫して指導できるように先生方で授業改善していきます。
③「学習・生徒指導の継続性」を図るために、学習指導、生活指導の基本部分として小学校と中学校で共通・一貫
させた「小清水スタンダード」を徹底・継続して指導します。その他の様々な指導についても、互いの学校の

特性を学びながらよりよい指導ができるよう高めていきます。
④「子ども理解の一貫性」を図るために、小学校と中学校の教員が互いの授業を交流し、それぞれの段階の子ども

理解をします。互いの学校の授業に乗り入れて専科指導しています。また、6年生は年間で１２日間、中学校
で授業を受けます。子ども達が中学校生活や先生方に慣れることが目的ですが、中学校の先生方も6年生のう
ちに子ども達の顔や名前を覚えます。

また、小学校・中学校の教員がいじめ等の問題行動についても互いの情報交換をして未然防止や迅速な対応
を目的に話し合ったり、特別な支援や配慮が必要な児童生徒の指導や今後の方向性についても話し合ったりす

る会議も年に何回か開かれます。

４ さいごに
すべては、子ども達の健やかな成長のために行っている教育活動です。様々な機会を
通じて、保護者や地域の皆さんにご意見やご感想をいただき、地域・保護者とともにあ

る学校づくりに向けて学校教育の質を高めて行きます。
本校一貫教育についての取り組みをご理解いただき、ご協力をお願いします。
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下校バス

16:00日 曜日

（ ）14:45 16:10 金

16：101 金 運動会前日準備 運動会観覧席くじ引き ○

なし なし2 土 運動会（土曜授業）

3 日

○ ○4 月 委員会

○ ○5 火

○ ○6 水 フッ化物洗口

○ ○7 木

16： 108 金 ６年中学校登校日 ○

2年生学年レク 13:00～ 15:309 土

ほがじゃ祭 金管バンド出演10 日

○ ○11 月

○ ○12 火 全校朝会 クラブ（計画） PTA役員会１９時～

○ ○13 水 フッ化物洗口

○ ○14 木

16： 1015 金 町戦没者追悼式 (５学年 ) ○

16 土

17 日

○ ○18 月 委員会

※昭和11年 日食観測の日 ○ ○19 火

○ ○20 水 フッ化物洗口

○ ○21 木 体力テスト1日目 教育委員学校訪問

○ ○22 金 体力テスト2日目

23 土

幼稚園運動会24 日

○ ○25 月 中学生職場体験1日目8:30～ 15:00

○ ○26 火 クラブ 中学生職場体験２日目8:30～ 15:00

○ ○27 水 参観日 フッ化物洗口 中学生職場体験３日目8:30～ 15:00

○28 木 小中合同研修③ ４時間授業（合同授業交流：中学校） 13:30

○ ○29 金

30 土 小清水保育所運動会

一番乗り 笑顔で登校 今日は中学校下車 市街地組もバス登校



昭和11年6月19日 北海道で起こる皆既日食観測地とし

（ ） 、て小清水小学校 当時は小清水尋常高等小学校 が選ばれ

現東北大学理学部の観測隊が観測を行い、相対性理論で知

られるアインシュタイン効果の観測に成功したそうです。

当時を知る小学生であれば、

、すでに90歳前後なのですが

みなさんの身近にいらっしゃ

るでしょうか。

現在も小学校にはコンクリ

ート製の観測台座が残されて

おり、そばには「日食観測所

跡」と刻まれた石碑が立てら

れています。

今年度の児童会活動計画が児童会総会で承認され
ました。明るく元気で楽しい学校をめざして、み
んなで協力し合う児童会のスタートです。

【児童会三役】
◆元気なあいさつと明るい笑顔でみんなが楽しく
過ごせる学校

・全校朝会の司会進行
・全校あそび
・あいさつ運動

【保健委員会】
◆欠席が減るようにきちんと手洗いうがいをする
よう呼びかける

・持ち物調べ
・歯磨きカレンダー作り

【体育委員会】
◆安全のために仕事を忘れない
・ボール点検、器具庫整理
・体力作り系のカード作成
・なわとび検定

【文化委員会】
◆全校児童が楽しく笑顔になるイベントを考えて
活動する

・イラストやポスターのコンテスト

【生活委員会】
◆けがをしないよう学校のルールをまもれるよう
に呼びかける

・廊下歩行チェック
・あいさつ運動
・忘れ物チェック

【放送委員会】
◆ゆっくり、はっきり大きな声で放送する
・朝、昼、帰りの放送
・運動会の放送係

【やまびこ委員会】
◆全学年が楽しくわかりやすい遊びを考える
・山びこタイム企画運営

【図書委員会】
◆一人一人がふざけず、ひまにならないよう
に笑顔にできる委員会

・図書貸し出し、ポイントカード
・新聞作り

◆→ 目標 ・→ 具体的な活動

今年も絵の具セットを寄贈していただ
。 、きました 皆さんの健やかな成長と共に

「大型車等に気をつけ交通安全を心がけ
て欲しい 「小清水の野菜をもっと食べ」、
て欲しい」という願いも込められたもの
です。大事に使わせていただきます。
ありがとうございました。

運動会は走ったり、踊ったりするだけではありません。

高学年になると各係の仕事があり、練習や準備の必要な係

もあります。

放送係、用具係、出発係、審判係、得点係、児童係、応

援係、救護係の以上８係を４･５･６年生で担当します。そ

の他に体育委員会はラジオ体操を担当したり、児童会の三

役は運動会のテーマ作りをするなどしています。

運動会は競技だけではありません。そして、頑張るのは

運動会当日だけではないのです。

ラジオ体操、初回の練習なので…

応援団も初回練習は視聴覚室で 放送委員会も打ち合わせ

多くの尊い命が失われた先の大戦に終止符が打たれてから72年の年月が流れました。

小清水町は、亡くなられた多くの犠牲者の方々のご冥福を祈り、平和を願う町民の強い意志を表すため、

平成24年から町が実施主体となり、無宗教形式により戦没者追悼式を実施しています。

小学校は、平成27年（2015年）から５年生が道徳授業の一環として追悼式に参列しています。戦没者

を追悼し平和を祈念する町の公式行事に子ども達が参列することは、地域に生きる次代の子ども達を地域

で育てるための相応な学習機会と捉えています。また、厳粛な場に畏敬の念をもって参列することにも、

教育効果が期待できます。さらには、追悼式の目的及び、それに参列することは小学校学習指導要領に示

されている道徳の価値項目にも合致します。

昨年度の「学校だより」において、本年同様に追悼式参列の目的等についての趣旨説明をさせていただ

きました。その後、参観日等の機会で、追悼式参列を始めた経緯や参列に関する様々な立場からのご意見

を伺うことができました。

これらの事を踏まえた上で、今年度も道徳授業として５年生の追悼式への参列を実施す

ることとしました。事前の指導（態度、立ち居振る舞い等）と事後の指導を含めて道徳の

目的に沿った活動としてきたいと思います。参列の様子については、この後の学校だより

「はばたけ」にてご紹介させていただきます。

【資料】道徳として指導していく内容
(1) 時と場をわきまえて、礼儀正しく真心をもって接すること。

(2) だれに対しても思いやりの心をもち、相手の立場に立って親切にすること。
(3) 生命がかけがえのないものであることを知り、自他の生命を尊重すること。
(4) 郷土や我が国の伝統と文化を大切にし、先人の努力を知り、郷土や国を愛する心をもつこと。

(5) 外国の人々や文化を大切にする心、日本人としての自覚をもって世界の人々と親善に努める。

広報委員会

総務委員会 研修委員会

今年度のＰＴＡ各専門委員会が５月17日に開かれ

ました。総務、研修、広報の各専門委員会の今年度の

委員長、副委員長の選出、活動計画や業務分担等が話

。 、 、し合われました 今後は それぞれが行事や研修機会

広報活動を通じて児童の健全な成長を図るために保護

者と先生方が協力しあって教育環境の改善と充実を図

って行きたいと思います。よろしくお願いします。

総務委員長 古林さん（2年選出）

研修委員長 長﨑さん（6年選出）

広報委員長 大崎さん（4年選出）


