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伊 野 小 学 校

「仲間とともに学び、

平成２９（２０１７）年 ４月 ２６日

がんばりぬく子どもの

学校便り

育成」

全国学力・学習状況調査、到達度把握検査
１８日（火）、６年生は全国学力・学習状況調査を実施
しました。国語、算数、生活アンケートと午前中いっぱ
い使った取り組みでした。教室を見ると、１組も２組も
真剣に取り組んでいました。Ａ問題は基礎基本の問題、
Ｂ問題は活用力を問う問題でしたが、特に、Ｂ問題はか
なり難しい設問がありました。
同日、２年生と３年生は算数、４年生と５年生は国語、
算数、理科の到達度把握検査を実施しました。限られた
時間でしたが、真剣に問題に向き合って取り組んでいま
した。
学校では、児童一人一人の学力向上のために結果を分
析するとともに、社会で求められる活用力向上のために、
学習課題をはっきり掴み、指導にあたります。

上級生は下級生のお手本です
上級生が落ち着いた学校生活を送っていると、学校全
体がまとまります。落ち着きます。上級生は下級生のお
手本です。４年生以上はそうした意識を持って取り組ん
でほしいと願っています。
上級生の落ち着いた言動が学習や生活の場面で多く見
られていてとても嬉しく思います。

家庭訪問 ありがとうございました
１８日（火）から始まりました家庭訪問が一昨日で終
わりました。家庭訪問の目的は、
・お子さんの家庭の地理的位置を確認する。
・お子さんの通学路を知る。
・お子さんの家庭での様子を聞く。
・保護者の思いや願いを聞く。
等、でした。大変お忙しい中、また、限られた時間の中、
有意義な話し合いが出来たと思います。今後とも各担任、
学校にご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

新校舎、給食等の資料：お知らせください
１６日（日）、ＰＴＡ総会前に町教育委員会、設計事務
所から新校舎や２学期からの給食のこと、体育館やプー
ルのことについて、資料を使っての説明がありました。
その時に使われました資料をご希望される方は、学級担
任までご連絡ください。
なお、資料を見ていただき、ご質問等がある方は町教
育委員会（℡：８９３－１９２２）までお問い合わせく
ださい。

【６月参観日の変更のお知らせ】
６月８日（木）を参観日としていましたが、

６月９日（金）に変更させていただきます。
＊裏面をご覧ください。

ＮＯ．３

参観授業、懇談会、PTA総会ありがとうございました
１６日（日）、午後からの参観授業、学年懇談に多くの
保護者の皆様にご参加いただきありがとうございました。
子どもたちは、新学年になり、新しい先生とともに緊
張した表情で学習していたと思います。今後も参観日が
予定されていますので、子どもたちの学習を参観してい
ただくとともに懇談会にも出席していただきますよう、
よろしくお願いします。
その後、体育館でＰＴＡ総会をしました。議案書は全
て承認されました。
なお、本年度のＰＴＡ企画委員の皆様は、
・会 長
・副会長
副会長
副会長
・会 計
・監 査
監 査
監 査
・総務部長
・文化研修部長
・保体部長
・厚生部長
・事業部長
・学年部長
・事務局長
事務局
事務局
です。夜間の会合や対外的行事もあり大変だと思います
が、１年間どうぞよろしくお願いいたします。

５月

主な行事予定

１日(月) 伊野小学校区保幼小連絡会
２日(火) 田植え（５年生）
委員会活動（５年生、６年生）
Ｐ企画委員会
３日(水)～５(金)憲法記念日・みどりの日・こどもの日
１０日(水) いのっ子教室 薬物乱用防止教室（５年生）
職場体験（伊野中学生）～１２日（金）まで
学校経営アドバイザー来校 ＊標準服着用
１１日(木) 起震車体験（４年生）
クラブ活動（４年生、５年生、６年生）
１２日(金) Ｐ各所属部会
１５日(月) ベルマーク
１７日(水) いのっ子集会
２４日(水) Ｐ企画委員会
２６日(金) ２７日の代休
２７日(土) 前日準備(伊野中) ＊お弁当の日
２８日(日) 運動会 （伊野中） ＊お弁当の日
＊延期無し
２９日(月) ２８日の代休
３１日(水) いのっ子集会

☆標準服着用は、式典や校外行事の他、
教育関係者が来校される時も着用と
させていただきます。

◇本年度の学校経営構想
学 校 経 営 基 本 方 針
・教職員・児童・保護者が互いに認め合い，協力し合って明るく生き生きした校風の樹立に努める。
・教師としての「情熱」、人間としての「相互理解」、教師集団としての「切磋琢磨」、職場とし
ての「協力」を大事にし、組織として児童の知・徳・体の発達に寄与する。
・長期的，短期的な視野に立ち，意図的・計画的な教育活動を積み重ねる。
・学校や地域等の人的・物的環境の整備と活用を図り，豊かな教育活動に努める。

≪校

訓≫

自主

全力

協同

教 育 目 標

仲間とともに学び，がんばりぬく子どもの育成
～考える力 感じる心 じょうぶな体～

めざす学校像

め ざ す 児 童 像

めざす教師像

・明るさと落ち着きの
ある学校
（秩序・清潔・躍動）
・児童の育ちの見える
学校
・安心で安全な学校

・かかわり合い相手の思いを感じられ
る子ども（やさしく）
・自ら考え表現できる子ども
（かしこく）
・ねばり強く最後までやりぬく子ども
（たくましく）

・子どもと共にあり子ども
を見る目のある教師
・日々研鑽し生き生きとし
た授業に取り組む教師
・広い視野に立ち協力と連
携を大切にする教師

考える力

じょうぶな体

感じる心

＊学力の定着・向上
＊主体的・探究的な
学び
・基礎基本の徹底
・学習規律の定着
・学習技能の習得
・言語活動の充実

・人権･道徳教育，体験
活動の充実
・特別支援教育の充実
・かかわり合い認め合う
集団作りの推進
・あいさつ･
礼儀の実践
・清掃活動の重視･協働
・地域クリーン活動

・規則正しい生活リズ
ムの定着
・体力づくりの推進
・自己管理能力の育成
・危機管理の意識化

・読書の習慣
自尊感情を高める教育の創造

・家庭学習の充実

学校を開く・連携
・地域に学び，地域に根ざした教育活動の推進
・地域人材の活用
・「開かれた学校づくり」の推進と充実
・関係機関の活用（報告，連絡，相談）
・保幼小・小中連携教育の充実
・学校支援の組織化

研究主題
『学び合い、思考力を高める授業づくり』
～ 言語活動を重視した算数科の学習を通して ～

◇校時表（通常）
（月・火・木・金）
８時２０分～ ８時３０分
８時３０分～ ８時４０分
８時４０分～ ９時２５分
９時２５分～ ９時３５分
９時３５分～１０時２０分
１０時２０分～１０時４０分
１０時４０分～１１時２５分
１１時２５分～１１時３５分
１１時３５分～１２時２０分
１２時２０分～１３時０５分
１３時０５分～１３時３０分
１３時３５分～１３時５０分
１３時５０分～１４時００分
１４時００分～１４時４５分
１４時４５分～１４時５５分
１４時５５分～１５時４０分
＊下校 １６時３０分

朝学習
朝の会
１時間目
休み時間
２時間目
休み時間
３時間目
休み時間
４時間目
給食
昼休み
掃除
読書
５時間目
休み時間
６時間目

（水）
８時２０分～ ８時３０分 朝学習
８時３０分～ ８時４０分 朝の会
８時４０分～ ９時２５分 １時間目
９時２５分～ ９時３５分 休み時間
９時３５分～１０時２０分 ２時間目
１０時２０分～１０時４０分 休み時間
１０時４０分～１１時２５分 ３時間目
１１時２５分～１１時３５分 休み時間
１１時３５分～１２時２０分 ４時間目
１２時２０分～１３時０５分 給食
１３時０５分～１３時３０分 昼休み
１３時３０分～１４時１５分 ５時間目
１４時１５分～１４時２０分 休み時間
１４時２０分～１５時０５分 ６時間目
＊下校 １５時１５分

