
「気づく 「考える 「行動する」」 」

小清水小学校長 可児隆洋

冬の不審者避難訓練を行いました。夏の火災避難訓練、秋の地震避

難訓練に続いて３回目です。不審者侵入に備えた訓練は、新校舎では

初めての試みのようです。

、 、 、不審者が学校に侵入した場合 職員がどのように対応するか また

児童はどのように対応するかをシミュレーションしました。実施に当

たっては、準備の段階から、訓練全般、講評まで斜里警察署の生活安

全係や小清水町の駐在所の全面的な協力をいただきました。本当にあ

りがとうございました。

万が一学校に不審者が侵入した場合は、教職員が状況に応じて対応

を変える必要があります。これは、火災や地震以上に臨機応変な対応が求められます。それだけに

教職員の情報共有、的確な判断、迅速な行動が求められることを改めて実感しました。

訓練後の全体講評で子ども達には 「気づく 「考える 「行動する」ということが大切だというこ、 」 」

とを話しました。どのような危険があるか「気づいて 、どのような「行動」をとらなければならな」

いかを「考える」ことが大切です。

また、避難訓練だけが特別ではなく、日常の様々な場面で「気づく 「考える 「行動する」こと」 」

ができる子になって欲しいという願いを話しました。例えば、廊下を走っている人がいます。見通

しの悪い曲がり角では、人にぶつかってしまうということに気づいているでしょうか。気づいてい

ても走っている人は、自分や相手がケガをすることを考えているでしょうか。いつも先生に言われ

ているのに、行動に移せない人はいないでしょうか。

廊下を走ってしまう子は 「気づき」がないからなのか 「考え」が足りないのか 「行動」に移せ、 、 、

ないのか。自分はどこが出来ていないのかを考えると、同じ失敗をしたり、いつも注意されたりし

ないためにどうすればいいのかが、わかってきます。

さて、廊下歩行に限らず、先生方は、学校生活の様々な場面で子ども

を指導します。その際は、何がいけなかったのかを気づかせる言葉かけ

をします。次に、今度はどうすればよいのか考えさせます。そして次の

、 。機会に 言われなくても行動できたときには思いっきりほめてあげます

子どもは何度も同じ間違いをしながら育っていきます。１回言われた

だけで行動を変えられる子は多くはいません 「気づかせて 「考えさせ。 」

て 「行動させる」ことで子ども達は成長していくと信じて指導してい」

ます。
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← 社会科

教科書の厚みにびっくり！八方

、 、 、位 地図記号 歴史の年代区分

都道府県、県庁所在地、人物名

など。家庭学習しっかりやろう

ね。

国語科↑

「信号」三好達治
小舎の水車 藪かげに一株の椿
新しい轍に蝶が下りる それは向き

をかへながら・・・
やっぱり中学校の教科書は、読み

取るのが難しい。

← 音楽科

小学校教科書にある音楽鑑

賞授業をしました。曲の変

化や情景をイメージしなが

ら聴くことができたかな。

元気よく歌おうね～。

体育科↑

、 、大切なのは 助走の速さではなく

踏みきりを高くすること。全員が

目標をクリアすることができまし

た。恐怖心を和らげるために発砲

。スチロール製のバーを使いました

←数学科

校長先生の数学授業もありま
した。どんな数でも四則計算
がスムーズにできるようにし

ておくこと。自分の算数での
課題を考え、中学校入学まで

に家庭学習で解決しておくこ
とというアドバイスもありま
した。

←理科

発電機で発生させた電気をコ
ンデンサに貯め、ダイオード

。を光らせるという実験でした

小学校の知識が日常生活にど
のように結びついているかが

わかりました。

異学年交流↑
1年生がレクを企画しました。中学校の先生に関する〇×ク
イズや、ドッジボールなどで楽しみました。

部活動体験入部↑
種目の楽しさや魅力を伝えてもらいまし
た。写真以外にも野球部は 「変化球を打、
ってみる 、剣道部は「すり足でリボン取」
りゲーム 、バスケット部は合同で試合と」
汗を流しました。



体育委員会の集会行事として雪だるまづ

くりをしました。縦割り活動のやまびこ班

で「大きさ 「丁寧さ 「数」で競いまし」 」、

た。体育委員会はそれぞれの判定基準で審

査をしていました。時間は８分間、雪質は

さらさらで雪だるまづくりには良いコンデ

ィションとは言えなかったのですが、それ

ぞれが工夫をしながら楽しんでいました。

高さを計測中 小さくても数で勝負

～学校連絡網「フェアキャスト」～

停電の件もあり、今年度は冬になる前に何度も使用し、保護者の皆さんも慣れて

いただけたと思います。

あらためてのお願いとして、連絡が届いたかどうかの確認ができる「送達確認」

は、確実に送信をお願いします。

また、連絡先の変更がある場合は、それぞれのご家庭で変更ができるようになっ

ていますので、よろしくお願いします。

～集団下校の対応～

児童クラブも閉所となるので、学校に届け出ている「下校先」の再確認をお願いします。

集団下校の際には、児童の安全で確実な下校のため 「徒歩児童は帰宅確認 「バス児童引き渡し確認（バス停から自宅、 」、

が遠い子の場合 」を行っています。集団下校の際には、フェアキャストでの連絡が入りますので、お子さんが確実に帰）

宅先に到着しているかどうかの確認をお願いします。

グラウンドに大きな雪山ができ

ました。

1月9日にPTA役員の皆さんと有

志の方が協力し、そり滑り用の雪

山をつくって頂きました。

１・２年生の生活科の授業、放

課後児童クラブ、休み時間など活

用させていただいてい

ます。

子ども達の歓声(悲

鳴？）と笑顔がつくっ

て頂いた方への感謝を

表しています。

北海道教育委員会は、児童生徒の学力向上を目的に「チャレンジテスト」と題した

問題を作成し、全道の小学校で実施しています。問題はWebでも公開され、補充学習

や家庭学習などに役立てられるよう作られています。

、 、 、実施後 学校毎の結果は集計され 全道や管内と比較した自校児童生徒の基礎学力

前回結果との比較による学習定着状況などを把握することができます。それをもとに

学校での学習指導に役立てています。

以下に、学期末のチャレンジテストの問題を紹介します。

これは２年生の問題です。

保護者の皆さんが小

学校２年生の頃は、

「三角形には（○）三

（ ）角形ではない形に ×

をつけなさい 」。

という問われ方をして

いたと思います。

今の子ども達は、三

角形ではない理由を文

章で説明することを求

められます。

もう一つ２年生の問題です。

この問題は、問題を

読み取って、状況をイ

メージしたり、問われ

ていることを理解する

のが大変そうです。

保護者の皆さんが小

学校２年生の頃は、図

がそえられていたと思

いますが、今は文章の

みです。

チャレンジテストでわかることは、学校の授業に、この様な問われ方に対応できる力を身に着けさせることが求

められているということです。また、授業に限らず、様々な場面で単語だけの会話にならないよう言語環境を整え

ていく必要があります。家庭の中の会話も同様です。毎日顔を合わせている中で、言葉がなくても通じ合うのが家

族なのでしょうが、あえて文章で表現させることを日常的に意識することも大切にして欲しいと思います。

例えが極端な話ですが、食事時の会話を「うま！ 「やば！」だけで成立させないようにすることが、大人の務」

めだと思うのです。

テストの配信



「次年度の家庭訪問のお願い」と「家庭訪問の大切さ」について
小清水小学校長 可児隆洋

１ 次年度からの家庭訪問について
（１） 学校からのお願い

担任が訪問予定を組みます。訪問予定に合わせて時間の都合をつけていただきたいと思います
※ 訪問予定日の地区ごとの割り当て日は、近日中にお知らせいたします。

※ ４月９日までには、新担任から訪問予定日をお知らせします。

（２）なぜ学校が家庭訪問の予定を組むのか・・・従来の日程調整の困難さをご理解ください。

従来は保護者の希望優先・・・ ご都合のつかない日時に×を記入してください
①小清水町は校区が広く移動に時間がかかります。

②学級減により、１クラスの児童数が増えています。
③保護者の希望に沿うため、効率的な訪問計画が立てにくい状況です。
④帰校が遅くなり、先生方の授業準備等に支障が出ていました。

２ 「家庭訪問の大切さ」

（１） 家庭訪問って必要ですか？・・・家庭訪問の際に担任に寄せられた意見です。

Ｑ 「この時期はとても忙しいんです。参観日もあるし、家庭環境調査票も書いているのに．
家庭訪問をする必要があるのですか？」

Ａ．家庭訪問は「学級経営」の充実のための、保護者と担任の信頼関係づくりの第一歩です。

（２） 家庭訪問の目的は・・・

① 保護者さんと顔合わせをして知り合いになる。
② お子さんの家庭での様子や課題を伺う。

③ 家庭での教育方針や子育ての悩みがあれば伺う。
④ 家庭の地理的位置を把握する。緊急時等に備えて通学路の安全を確認する。
⑤ 学級経営や担任の指導方針について、意見や疑問を伺う。

※４月家庭訪問では、担任からの話題は多くはありません 。担任と保護者が顔
合わせをして、参観日や家庭環境調査票では「話せなかった事」や「書けなかった事」等があれば

お話していただきます。
（３） 他の学校では・・・

① ６月に家庭訪問をする学校もあります。10月に実施する学校もあります。
② ２年目の持ち上がり学級は家庭訪問をしない学校もあります。
③ 家庭訪問を学校での個人面談に切り替えている学校もあります。

※ 特に決まった形はありません、それぞれの学校の目的や状況にあわせて計画されます。

小清水小学校 学校だより

羽ばたけ
平成31年２月２８日 ＜第18号＞

小清水小学校の家庭訪問は、学級の子ども達や保護者の皆さんとの関係づくりを行い、学習指導や

生活指導を充実させるために必要な教育活動と位置づけています。近年、本校は、児童数が35人以

上の学級が大半を占めるようになりました。担任が家庭訪問を無理なく無駄なく効率的に実施するた

めの協力のお願いとなります。よろしくお願いします。
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小清水小学校ホームページ

一貫教育についての概要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/



６年生の中学校舎登校は、ひと月に１回、３学期には５日間連続して実施しています。中学校には、６年生

が登校したときに備えて、靴箱、教室や机等がそろえられています。

、 。 。平成30年度は１月24日が臨休となり 25～30日までの4日間実施しました 下は子ども達の感想です

『先輩達との交流』
自分たちのために、行事を教えて

くれたり、ゲームをたくさん考えて
くれたりして、とてもおもしろくて
楽しかったです。優しく接してもら
えたので仲良くなれました。
はじめは、廊下ですれ違う時など

は怖かったけど、優しく接してくれ
たのでうれしかったです。

『部活動体験』
とても優しく、いろいろな事を教えてくれたから

楽しかったです。
少年団の先輩にも久し振りに会うことができたの

。もうれしかったです
入りたい部活動が決まりました。

図書館が開いて無くて、
残念・・・。
机が意外と狭い！
水の味が小学校と違う！

特にいつもと変わらないって
言う人もいたけど、話したこと
がない先輩にあったら怖い感じ
はしました・・・。
やっぱり、50分授業って少し

長く感じました。

『勉強のことも聞きました』
授業のペースや使う教科書、ノートに

書くスピードがわかりました。掃除や日
直、学校のルールや注意しなければいけ
ないことが少しわかりました。
中学校の先生の授業は次年度に向けて

自分のスキルアップにつながりました。
それに、中学校での生活、勉強時間に慣
れることで、次年度のためになると思い
ました。 中学校にあがるときに緊張し
ないで行けそうです。
中学生の授業風景も見学できると良

かったと思います。

『先生とも親しくできました』

色々な先生のサインをもらって、名前を覚えたので、親

しくなれました。

中学生になってから、いろいろな先生と話せるようにな

ると思います。

【連続５日間中学校舎登校のねらい】
①入学前に連続した数日間、中学校生活を体験することにより、中１ギャ
ップの軽減を図ります。

②小学校の授業方法や児童の実態を理解することで中学校教員の指導に生
かします。

③中学校教員の専門性を生かした授業を体験し、４月からの学習への見通
しと意欲を持たせます。

④中学校の在校生及び教職員との交流を深め、中学校生活への関心と希望
を持たせます。

現メンバーでの演奏活動はこのメロディーコンサートで

終了です。校内行事での演奏はもちろん地域の様々なイベ
ントにお招きいただき、練習の成果を発表する場を作って
いただきました。本当にありがとうございました。

おかげさまで、今年度は、第６０回北見地区吹奏楽コン
ｋクールにおいて、金賞を受賞し、札幌コンサートホール

で開かれる北海道吹奏楽コンクールに念願の初ｉｔａｒａ
出場を果たすこ

とができ、小清
水町少年顕彰も
受賞させていた

だきました。
今年一年間活

動を支えていた
だいた皆さんに

感謝を申し上げ
ます。

少年顕彰アトラクション演奏

「 」 、 、今日の絵本 てぶくろ は 雪の上に落ちた手袋に
動物たちがやってくるお話。おはなしポエムの皆さん
に加えて先生方も動物に扮して読み聞かせをしまし

た。
動物たちが来るたびに自分もいつのまにか手袋の中

の住人になった気分になります。やって来る動物がど
んどん大きく

なっていくの
で少しハラハ
ラします。動

物が増えるに
つれて、リフ

ォームされる
手袋も楽しい

おはなしでし
た。

２月１７日少年の主張大会が開かれました。この大会にむけて、５年生と６年生全員が作文を書いて学年２名が選ばれて

発表しました。

小学生の主張内容は様々でした。小学校で始まった英語学習に対しての思い「英語について。将来の農業後継者として仕事」

に対する思いを語った「仕事・働くこととは。いじめや自殺に対して疑問をなげかける「命の大切さ。地域の少年団活動で成」 」

長した自分を綴った「野球少年団での一年間。」

この大会は、子ども達が、日常の生活をとおして感じていることや考えていることを発表する大会です。子ども達が社会の

一員としての自覚を高める目的もありますが、広く社会や町民の方々に訴えることで大人の理解と関心を高める事にもつなが

ります。そういう意味では、もっと多く

の方々に、子ども達の主張を聞いてもら

うことで、小清水の将来を担う子ども達

のこれまでの「成長」や「夢 「ふるさと」、

小清水町を思う気持ち」を応援して欲し

いと思いました。

少し寒さが和らいだので、絶好のコンディ

ションかと思ったのですが、思ったよりさら
さら雪で積み上げには苦戦していたようで

す。
それでも最高は１５０㎝を越えたようで、

本気で積んでいた先生方もかないませんでし
た 「やっぱり土台が大事だね」と言いなが。
ら教室に帰る子ども達には遊びの中にも得る

ものがあったようでした。


