平成３０年度

伊敷台小学校だより

４月１３日発行

今後の主要行事予定

よろしくお願いします
～平成３０年度の伊敷台小職員～

№１
つよい体に やさしい心 よく考え がんばりぬく
全校児童５６５人の元気な伊敷台小学校
ＨＰURL http://www.keinet.com/ishidas/index.htm

家庭や地域と連携しながら
校長 春田 浩志
４月 ６日に 始業式，引 き
続き入 学式を 挙行し，８ ５
名の新 入生を 迎え全校児 童
５６５名で平成30年度がス
タートいたしました。
新一 年生を 含め，本校 の
＜入学式の様子＞
子ども たちが ，学校や地 域
で安全に楽しく過ごすことができるよう，本年度もどう
ぞよろしくお願いいたします。
始業式から１週間余り経ち，子どもたちも学級担任や
指導する先生，学級の友達にも少しずつ慣れてきている
様子が伺えます。天気のよい日には，登校後にランニン
グや縄跳びなどの体力つくりをした後，校庭の掃除や委
員会・係活動に取り組んだり，一年生の教室でやさしく
世話をしたりする意欲的な上級生の姿があります。
子どもたちは，学校では家庭と違い集団での生活を送
っています。その中で人間関係を含め，経験を通して様
々なことを学んでいきます。学校として，学校での出来
事や学級の状況等を情報発信し，家庭
や地域と十分連携をとりながら，子ど
もたち一人一人の望ましい成長を図る
ことができるよう，それぞれの持ち場
で，そして職員一丸となって努力して
まいりますので，今年１年，どうぞよ
ろしくお願いいたします。

【４月】
１５日(日) 校区走ろう会開会式（7:00～）
１６日(月) いじめ問題を考える週間
聴力検査（５年）
ゆめのさと入級式・学級PTA
１７日(火) 全国学力・学習状況調査（6年）
第5回PTA三役会
１８日(水) 聴力検査(3年)
第5回ＰＴＡ理事会
耳鼻科検診（１・5年）
１９日(木) 交通安全教室・聴力検査（２年）
委員会編成・PTA学年部会
尿検査（～23日）
２０日(金) 家庭訪問①（Ｂ４校時）
聴力検査（１年）
２３日(月) 家庭訪問②（Ｂ４校時）
２４日(火) 家庭訪問③（Ｂ４校時）
避難訓練
２５日(水) 家庭訪問④（Ｂ４校時）
２６日(木) 家庭訪問⑤（Ｂ４校時）
【５月】
１日(火) １年生を迎える会
２日(水) 授業参観・地域部総会
PTA総会 PTA慰労会・歓迎会
８日(火) 尿検査（2次）
９日(水) 体力テスト（２・４・５・6年）
１０日(木) 歯科検診・クラブ活動編成
１２日(土) 土曜授業
１５日(火) Ｂ校時 集団下校訓練打合せ会
１６日(水) Ｂ校時 内科検診（３・４年）
１７日(木) 代表委員会・児童保健委員会
※ 毎週水曜日は，ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰラー来校日。
※ 毎週月曜日の下校時刻は,14:30です。
※ 第２土曜日の下校時刻は,11:30です。

このたびの定期人事異動により，１３人の職員が
転入して参りました。どうぞよろしくお願いします。
☆松尾 明子 鹿児島市立西田小学校から
☆海江田広美 鹿児島市立紫原小学校から
☆立神 勇造 鹿児島市立名山小学校から
☆安永 智弘 鹿児島市立伊敷台中学校から
☆滝野大志郎 霧島市立富隈小学校から
☆稲田 明弘 鹿児島市立向陽小学校から
☆北原 香世 鹿児島市立宇宿小学校から
☆堀之内佳子 鹿児島市立鴨池小学校から
☆久保百合香 昨年度に引き続き
☆山下由紀子 昨年度に引き続き
☆大園 美智 城西公民館から
☆平野 祥子 新規採用
☆村釘 和弘 鹿児島市立西紫原中学校から
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フォトニュース

知・徳・体の調和のとれた「生きる力」の育成
～鹿児島学習定着度調査の結果から～
小・中学生の基本的な知識・技能や，思考力・判
断力・表現力等に関する学力状況を把握するととも
に，学習に関する意識や学び方などの学習状況を把
握し，学校における児童生徒への教育指導の充実や
学習状況の改善等に役立てることを目的として，本
年１月に「鹿児島学習定着度調査」を実施しました。
以下，本校の結果をお示しします。
本調査結果は，学力の特定の一部分であることを
踏まえてご覧ください。
○ 調査の対象
小学校第５学年（現６学年）
○ 調査の内容
・ 教科に関する調査（国語，社会，算数，理科）
○ 結果
・ 理科は，県・市のいずれの平均正答率よりも
高い。
（右のグラフ参照）
・ 国語では，基礎的・基本的な学習内容は概ね
理解できているが，資料を読み，自分の考えを
書く問題や，複数の条件に即して文章を書く問
題の正答率が低い。
・ 社会では，特に，「運輸・貿易」と「農業」に
関する問題の正答率が低い。
・ 算数では，
「図形」や「量と測定」の内容と，
思考の過程を説明する問題の正答率が低い。
○ 今後の取組について
国語では，様々な情報を整理し，自分の言葉で
文章に表したことを，伝え合う学習活動を充実さ
せます。また，複数の条件をもとに文章を書く活
動も充実させます。
社会では，「運輸・貿易」と「農業」の領域が特
に弱いことから，観察・調査，体験，表現などの
具体的な活動や視聴覚機器の活用を通して，社会
的事象の意味や働きなどを考えたり，考えを発表
し合ったりする活動を授業に位置づけます。

【県の平均を１００とした本校の児童の学力】

算数では，量感をしっかりともたせて理解させ
るために，具体物を用いたり，作図，測定するな
どの体験活動を多く取り入れたりします。また，
考えた過程を子どもたち自身に説明させる活動も
充実させます。
理科では，授業において，実験方法を工夫した
り，考えを練り上げる時間を十分に確保したりす
るとともに，グループ活動の充実を図ります。
今後も，基礎的・基本的事項の確実な定着を図
るとともに，「なぜそう思うのか。
」等根拠を明確
にして考えを述べさせる活動を充実させること
で，思考力や表現力を更に伸ばす指導方法の改善
に努めたいと思います。

☆

下校練習（４月9日・10日）☆
地域部や学校支援ボランティアの皆様方の協力
をいただき，新1年生の下校練習を実施しました。
ピカピカのランドセルを背負った子どもたちは，
帰宅場所を元に設定したしたコースごとにきちん
と整列し，下校するこ
とができました。
両日とも天候に恵ま
れ，無事に終了するこ
とができました。これ
からも安全に登下校し
てほしいです。
☆朝読書での読み聞かせに参加されませんか☆
本校では，毎週水曜日の朝読書の時間に，「ボラ
ンティアグループいちょう」のみなさんが子ども
たちに読み聞かせをしてくださっています。集中
してお話を聞くことで，子どもたちも落ち着いた
気持ちで授業に臨むこ
とができます。本を読
んでくださる方が増え
ると，より多くの学級
での読み聞かせが可能
になります。希望して
くださる方は，学校ま
でご連絡ください。
＜ミーティングの様子＞

教育相談のご案内
今年度も西ゆう子先生が，スクールカウンセラ
ーとして来られます。伊敷台中学校を拠点として，
毎週水曜日の午前中（９:００～１２:００）に来
校されます。
相談を希望される場合は，担任・または学校ま
でご連絡ください。
伊敷台小学校 TEL：099-229-0181

