鹿児島市立大龍小学校｢学校だより｣

え

の

第７号

き

平成３０年９月７日発行
ＨＰアドレス：http://keinet.com/dairyuus/

夏休みが残してくれたもの
大龍小学校

校長

福田

裕生

９月３日（月），転入生３名を加えた 371 名と教職員が勢揃い
して２学期がスタート。登校した子どもたちは友達や先生と挨拶
を交わし，日焼けした顔で会話を弾ませていました。校長室を訪
ねてきた子どもたちは，こんな話をしてくれました。
「自由研究はきつかったけど，おもしろかった。」
「〇〇大会・
コンクールで入賞しました。みんなでがんばれて良かったで
す。」「親戚との悲しい別れがありました。」「早く学校が始まれ
ばいいのになあと思っていました。」「学校の周りに『あいさつ
標語』の看板が取り付けてあったよ。」「学校（外周）の木が散
髪したみたいに短くなっていたよ。」「２学期はいろんな行事が
あるので楽しみだなあ。」など。

始業式では二人の代表児童が，夏休みの思い出や２学期の目標
を発表してくれました。
２年生の男の子は，夏の思い出や２学期にがんばりたいことを
発表しました。
特に心に残ったのは，サマーナイト花火大会で明治 150 周年
のきれいな記念花火を見たことと，ずっと気になっていた歯が
ぬけたことです。歯がぬけたときお父さんが，
「おにいちゃんに
なったね」と言ってくれました。うれしかったです。また少し
大きくなったのかなと思いました。
２学期にがんばりたいことは三つです。持久走大会で三位に
なること，外で運動し早寝早起き・手洗いうがいをすること，
本を 200 冊以上読むことです。ずっと元気でいられるように，
強い体にしたいです。そして，毎日図書館へ通ってたくさんの
本を借ります。
４年生の女の子は，手伝いを頑張ったことや２学期の目標につ
いて発表しました。
買物に行ったときに荷物を持ったり，ごはんのあとに食器を
かたづけたりしました。自分から進んでできるようになりまし
た。手伝いをすると，とても晴れ晴れとした気持ちになります。
みなさんも，ちょっとしたことで人のために時間を使ってみて
はいかがですか。
２学期の目標の一つ目は「早寝早起き」，二つ目は「一日一回
の手伝い」です。朝，決まった時間に起きれば，イライラせず
に心によゆうをもって登校でき楽しい一日になります。手伝い
をすれば，父母や家族の笑顔を見ることができます。そして「あ
りがとう」と言われると，とてもうれしい気持ちになります。
この夏休み，貴重な体験（スポーツ・自然・文化活動，ラジオ
体操，旅行，親戚の集い，本との出会い，作文や工作，研究記録
への取組など）や，これまでに味わったことのない経験をした子
どもが多かったようです。こういう様々な体験や経験が「感覚や
勘，感性を含めた本物の知識（経験知），豊かな情緒」となり，

延いては新たな事に向き合うときの「挑む勇気の源」，人を思
青少年赤十字に加盟しました
うときの「寄り添う優しさの源」にもなっていくのだと思って
います。有り難いことに，保護者をはじめ関わってくださった
９月３日の始業式の後，青少年赤十字加盟式を行いま
多くの方々が「勇気をもってチャレンジすること」や「優しさ
をもって寄り添うこと」を促し，「やり遂げること」
「乗り越え した。
これまで大龍小学校の子どもたちは，児童会活動で生
ること」の大切さを教えてくださっていたように思います。
活委員会があいさつ運動を行ったり，総務委員会が赤い
子ども（人）を「挑戦に駆り立てる勇気」「他者へ寄り添う 羽根募金を行ったりして，ボランティア活動に取り組ん
思いやり」は，実は一夏のこんな体験活動や経験の中でこそ培 できました。１学期は，西日本豪雨災害義援金の募金活
われていくと思っています。初めてのことに対しては，誰しも
尻込みしたくなったり気持ちを奮い立たせることが出来なかっ 動に取り組み，２１，３７５円の義援金を集めたところ
たりしがちです。しかし周囲の人の誘いや後押しを受けながら， です。
不安と戸惑いが交錯したドキドキする思いを抱きつつも，意を
今回，これまでの活動をより一層よい活動にするため
決して初めての場（事）へ一歩踏み込む勇気を出せた，辛い悲 に，青少年赤十字に加盟することとしました。
しい出来事を家族と一緒に乗り越えることができたという経験
加盟式では，児童総務委員会担当の鶴田教諭から，青
は，のちのちの人生においてきっと尊い意味をもってくるはず
少年赤十字創始者のアンリ・デュナンの話を聞き，その
です。
後，誓いの言葉を全児童で唱和しました。
最後に青少年赤十字鹿児島本部の野村大綱（ひろつ
未来の担い手となる子どもたちは，二度と無い 2018 年夏の
様々な異年齢体験活動，経験の中で，仲間や先輩（大人）の言 な）先生の講話を聞きました。
葉や頑張る姿をしっかりと心に焼き付けたに違いありません。 野村先生は青少年赤十字の大
それらが憧れの気持ちを抱かせることになり，良きモデルを得
きなめあては，「健康・安全」
ることにもつながったと信じています。
この２学期も職員一同，チーム大龍小として心を一つに取り 「奉仕」「国際理解・親善」で
あること，これを達成するた
組んでいきます。御理解と御協力，御支援をお願いします。
めには，「気づき，考え，実行
◇ ２学期を迎えた子どもたちと校長との約束
する」ことが大切だというこ
□「命を守る」。これは全てのみなさんとの約束です。
とを教えてくださいました。
□ 学年ごとの約束は次のとおりです。１学期の終わりに，そ
れぞれの学年の良い点，もっと頑張ってほしい点を話しまし
学校外周の石積み，ブロック塀が補修されました
た。それをもとに考えました。
１年生：毎日，本読みをする。図書館の本を借りてたくさん読む。
６月に起きた大阪北部地震では，４年生児童がブロッ
２年生：毎日，人の話を最後までしっかりと聞く。
ク塀の下敷きになり亡くなる痛ましい事故が起きまし
３年生：毎日，整理整頓をきちんとする。
た。本校ではこれまでに外周の石積みやブロック塀の点
４年生：毎日，忘れ物をしない。
検を行い，危険な箇所は市教委に修繕要望を出していま
５年生：毎日，次の事を考えて行動する。
した。
６年生：毎日，時間を考えて行動する。
＊ 毎日続けていけば，必ず「力」になります。
この夏休み，正門向かって左側の，木の根っこに押し
＊ 西郷隆盛さんの「敬愛の教え」，東郷平八郎さんの「努力 出され，せり出していた石の積み直しと，給食物資搬入
の教え」にもつながっていきます。
駐車場近くのブロック塀のひび割れを市の予算で業者
に補修していただきました。おかげで子どもたちの安全
２学期生徒指導の重点
確保のために施設環境が１つ改善されました。
① あいさつの徹底（語先後礼・地域や外部の方まで）
② 揃える指導（靴箱・傘棚・トイレスリッパ・掃除棚等）→１～３年生の
傘立てが新しくなりました。

③ 廊下歩行（清水小との共通実践「はさみ」の指導）
※「はさみ」→走らない・騒がない・右側通行

おめでとう！大龍小金管バンド！
大龍小金管バンドが九州吹奏楽コンテストに出
場し，見事，金賞に輝きました。

平成３０年度キャッチフレーズ「明るいあいさつ，協力・奉仕，思いやりの言葉」がいっぱいの大龍小

全国学力・学習定着度状況調査（６年）結果

【理科】
＜課題＞
○ 予想(仮説)や実験方法を考え，結果を見通す力
4 月 17 日（火）に行った平成 30 年度全国学力･学習状況調査結果
＜改善策＞
について，全国，県の平均値等が８月１日に新聞等で公表されました。
○ 自分や友達の予想(仮説)を検証するための実験方法を，個→
これを受け，本校の学習状況について分析しました。結果は下記のとお
グループ→全体で話し合う。
○ 必ず結果の見通しを持たせて実験を行う。
りです。
○ 結果の考察を自分なりの文でまとめる。(学習のめあてに対応
した自分なりのまとめを文章にする。)
◇ 自校・市・全国の平均正答率の比較 <全国平均正答率を 100 とする>

９月・10 月の主な行事予定
【９月】 ※にこにこタイム：朝の活動を使った運動会練習
3 日(月)

4 日(火)
5 日(水)
6 日(木)
7 日(金)
8 日(土)
10 日(月)
【家庭では】
11 日(火)
〇 学習状況に関する質問紙調査では，生活リズムや家庭学習に 12 日(水)
ついては概ね良好で，日頃の生活習慣が整っている児童が多い。 13 日(木)
〇 読書をする時間は３０分以上と答えた児童が５２％ほどで， 14 日(金)
15 日(土)
全国平均と比べると良好である。
〇 週に１～３回は新聞を読んでいる児童は約１３％で全国平均 17 日(月)
とほぼ同じである。新聞を読むことと学力の相関も指摘されて 18 日(火)
19 日(水)
いるので，家庭でも子どもたちに新聞を読ませることが学力の
20 日(木)
向上につながる。学校図書館には二紙を置いている。
23 日(日)
〇 各家庭でも「早寝･早起き，朝ご飯」の継続と，「10 分×学 24 日(月)
年＋10 分」の時間を確保し，家庭学習の充実に引き続き取り 25 日(火)
組む。
26 日(水)
27 日(木)
28 日(金)
30 日(日)

右のグラフは，全国平均正答率を 100 とし，本校と市・全国を比較
国語Ａ
したものです。
国語Ａ：主として知識
国語Ｂ：主として活用
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国語Ａ・Ｂ，算数Ａ・Ｂ，理
算数Ａ：主として知識
算数Ｂ：主として活用
科の全てにおいて，全国平均，
100
理科
市平均を大きく上回りました。
理科
国語Ｂ
80
これは，本校のこれまでの学力
60
向上の取組や各家庭での家庭
学習の取組が充実し，子どもた
ちの学力として数字に表われ
た結果だと考えます。結果を受
算数Ｂ
算数Ａ
け，正答率が低かった問題につ
いては，繰り返し取り組んで定着を図っていきます。また，誤答が多か
った問題については，誤答傾向を分析し，個別指導に生かすとともに，
重点指導事項として指導計画に位置付け，今後も引き続き授業の工夫・
８月１９日（日）は，ＰＴＡ奉仕作業を実施していただきまし
改善を図っていきます。
た。今回は全学年参加で，室内の空調設備の清掃や屋外の側溝の

ＰＴＡ奉仕作業 ありがとうございました

◇

各教科の課題と改善策

泥上げや草取りの作業等に御協力をいただきました。また，今年
は 6 年生の子どもたちも参加し，学級園，学校園の草取りなど
を頑張ってくれました。
当日は，暑い中，7 時半から約 2 時間にわたる作業でしたが，
学校が見違えるようにきれいになりました。子どもたちがきれい
に整然と整えられた環境のもとで 2 学期をスタートできたこと
が，何よりもありがたいことでした。御協力いただきました保護
者の皆様に心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

【国語】
＜課題＞
○ 条件に合った文を書くこと
○ 主語と述語の関係の理解
○ 相手や場面に応じた敬語の使い方
＜改善策＞
○ 文字数やキーワードなど，条件を与えて「書く」場を設定
→ 家庭学習や学級タイムなどを使って，条件作文に取り組ませる。
○ 音読で，正しい文章表現に親しまれる。学習場面で「書かせる」
場を意図的に設定し，正しい文章表現を書き慣れさせる。
→ 機を捉えた作文・日記指導
子どもたちのあいさつ標語を学校の外周フェンスに掲示しま
○ 敬語の使い方は単元学習だけでなく，日頃から生活場面とつなげ した。そして，８月１９日(日)のＰＴＡ奉仕作業前に「大龍あい
た指導を継続する。

「大龍あいさつ通り」命名セレモニー

さつ通り」命名セレモニーを行いました。
子どもたちのあいさつ標語を学校の外周フェンスに掲示した
＜課題＞
ことが，子どもたち，家庭，地域にあいさ
○ 資料やグラフを読み取ること
つの輪が広がることを願い，大龍校区まち
→ 複数の資料から答えに導く問題が苦手
づくり協議会の方々にも相談し，「大龍あ
○ 情報を整理しながら，自分の言葉で説明すること
いさつ通り」と命名することにしました。
→ 問題を読み取るスピードが遅い
セレモニーでは，大龍校区まちづくり協
＜改善策＞
○ 基礎・基本の一層の定着 → 計算力テスト(月１回)の実施，算数音 議会まちづくり推進部長の今林実嗣さん
読カード(家庭学習)による習慣化を図る。
の命名宣言の後，集まった方々で外周を１
○ 授業改善 → 問題解決の手順を筋道立てて書く活動，資料やグラ
周，通り初めをしました。足を止めて標語
フから読み取った情報を出し合い話し合う活動，過去問を活用した
を見入る人たちの姿が印象的でした。
復習などを日常的に行っていく。
【 算数】

シリーズ 子どもたちに伝えたい西郷どんの教え

学級タイム，始業式，ＰＴＡあいさつ運動，
いじめ問題を考える週間(～7 日) ＩＳＯ強調週間（～7 日）
にこにこタイム（～8 日），委員会活動⑦
第 3 回ＰＴＡ理事会
ＰＴＡ懇談会(下学年 14:40～，上学年 15:45～)
歯の日，教育面談
土曜授業
学級タイム，安全の日，ベルマークの日
にこにこタイム（～14 日），運動会練習①
緊急時避難訓練(地震・津波) → 南洲神社に避難します。
委員会活動⑧(代表・児童保健)
交流の日，教育面談
第 1 回ベルマーク集計日
敬老の日
学級タイム
にこにこタイム（～21 日），食育の日，運動会練習②
クラブ活動⑥
秋分の日 セゴドンのエンコ，長田中・清水中体育大会
振替休日
にこにこタイム(～28 日)，運動会練習③(1･2 校時)
鹿児島大学教職基礎研修(鹿大生 6 名)(～28 日)
運動会準備（高学年，5・6 校時）
運動会準備予備日

秋季大運動会

【10 月】
1 日(月)
2 日(火)
3 日(水)
4 日(木)
5 日(金)
8 日(月)
9 日(火)
10 日(水)
11 日(木)
12 日(金)
13 日(土)
15 日(月)
16 日(火)
17 日(水)
18 日(木)
19 日(金)
21 日(日)
22 日(月)
23 日(火)
25 日(木)
27 日(土)
28 日(日)
29 日(月)
30 日(火)

振替休日
ＩＳＯ強調週間(～6 日)，ＰＴＡあいさつ運動
学級タイム，身体計測・視力検査(6 年)
身体計測・視力検査(5 年)
身体測定・視力検査(4 年)，クラブ活動⑦
身体測定・視力検査(3 年)，歯の日
体育の日
学級タイム，身体測定・視力検査(2 年)
ベルマークの日，安全の日
身体測定・視力検査(1 年)，委員会活動⑨
第 55 回市小学校陸上記録会（鴨池陸上競技場）
教育面談，第 55 回市小学校陸上記録会予備日
土曜授業，長田中ＰＴＡバザー
全校朝会
学級タイム，５年集団宿泊学習(1 日目)，交流の日
５年集団宿泊学習(2 日目)
食育の日，５年集団宿泊学習(3 日目)
5 年生集団宿泊学習休養措置，秋の一日遠足(1～4 年)
バイキング給食(6 年)
大龍校区住民運動会
学年朝会
保護者も鑑賞できます。
学級タイム
芸術鑑賞会(歌のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｺﾝｻｰﾄ)，クラブ活動⑧
第 63 回日本 PTA 九州ﾌﾞﾛｯｸ研究大会鹿児島大会(分科会)
第 63 回日本 PTA 九州ﾌﾞﾛｯｸ研究大会鹿児島大会(全体会)
音楽朝会
学級タイム

９月のめあて
○ 保健：生活のリズムを整えよう。
○ 給食：好き嫌いなく食べよう。
○ 生活：時間を守り，行動をさっさとしよう。

第２章『学校で学ぶこと』→「仲良しだけじゃだめ。お互いに良い方向に進んでいるかが大事」（『西郷どんの教え』2007 年西郷隆盛公奉賛会出版）

