
１日（水） わくわく座談会(６年生)

里中入学説明会(６年生)
２日（木） 新１年生体験入学・

保護者説明会
３日（金） 幼小合同避難訓練（火災）

１４日（火） 食に関する指導(３･４年生)

１６日（木） クラブ活動見学(２年生)

２１日（火） 授業参観(なわとび発表会)

学校保健委員会
２２日（水） 上甑地域校外生活指導連絡会

２７日（月） 第２回PTA保体・事業部会

赤いはね共同募金活動
～御協力ありがとうございました～

12月17日
(土)に、民
生委員の方
々とPOP１店
舗前で募金
活動を行い
ました。ボ

ランティアで５名の児童も参加しま
した。雨が降る中ではありましたが、
たくさんの方々から募金をいただき
ました。
また、学校でも12月12日(月)～16

日(金)にかけて募金活動を実施しま
した。児童会の総務・報道委員会が
中心となって、募金についての説明
や募金の呼びかけも行いました。
募金への御協力、ありがとうござい

ました。
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１月10日(火)、３学期がスタートしました。始業式
では、児童を代表し６年生の川道礼夢さんが「学習で
は、自分の苦手な教科をなくす」「体力つくりでは、
縄跳びの二重跳びやはやぶさを頑張る」「自分でゲー
ムやテレビの時間を守るなどして、生活リズムを整え
られるようにする」と３学期のめあてを発表してくれ
ました。
その後、学校長から「卒業や進級を意識して、一日

一日を大切に過ごしてほしい」「めあてを達成するた
めには、何をするか考え実行することが大事」等の話がありました。
６年生は、中学生に向けて、１年生から５年生は、それぞれ次の学年への

進級に向けて準備の学期にしていけるよう、全職員で取り組んでいきます。

「あいさつ運動」ありがとうございました
１月10日(火)～14日(土)まで、「あいさつ運動」を実施しました。保護者や
地域の方々に寒い中、朝早くから子供たちの見守りをしていただきました。
ありがとうございました。子供たちの様子で、気付かれたことなどありまし
たら、学校へお知らせいただければありがたいです。

12月20日(火)に、門松作
りをしました。今年度も、
竹やゆずり葉、松など門松
に必要な材料を地域の方々
から提供していただきまし
た。
お陰様で、立派な門松が

でき、気持ちよく新年を迎
えることができました。よ
い一年になりそうです。
【竹の提供～宮内建設様、ゆずり葉～東富可志様、きのす～植元要子様、
松の提供～中甑自治会様】

～材料等のご提供、ありがとうございました～

民生委員と語る会
１月20日(金)に、「民生委員と語る会」を２年ぶり

に実施しました。全委員の方が参加してくださり、
学校の取組についての説明や地域での児童の様子を
伺うなど情報の共有をしました。
その後、中津幼稚園・中津小学校の保育や授業の

様子を参観していただきました。民生委員の方々が、
園児や児童に優しく話しかけてくださっている姿が
とても印象的でした。「いい笑顔で活動しています
ね。」「先生方といい関係ですね。」と感想もいただき
ました。
御意見や御感想を、今後に活かしたいと思います。

民生委員の皆様、ありがとうございました。

「おやつについて考えよう」
～食に関する指導（５・６年）～

18日(水)に、
栄養教諭の川南
先生をお招きし
て、「おやつの
とり方」につい
て、学習しまし
た。おやつを食

べる意義や適量、食べるとよい時間帯な
どについて詳しく教えていただきました。
授業の後半は、200kcalを目安に、どんな
おやつをどれだけ食べるとよいかカード
を選びながら、楽しく考えることができ
ました。自分たちで気を付けながら、お
やつ選びができそうです。
川南先生、ありがとうございました。

【 今年もよろしくお願いいたします 】

校長 那須 広代

遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。保護
者・地域の皆様におかれましては、お元気に新しい年を迎えら
れたことと思います。お陰様で、中津小学校も新しい年を順調
にスタートすることができました。まだまだ、コロナウイルス
感染症やインフルエンザも心配ですが、子供たちも元気に登校
しています。始業式での校長の話の概略を紹介します。

新年明けましておめでとうございます。終業式で「一年の計は元旦に
あり」という話をしましたが、新年の目標は立てましたか。まだの人は、
今年一年の目標をしっかり立てましょう。
３学期はとても短い学期ですが、みなさんにとってとても大切な３ヶ

月です。それは、１年のまとめをするとともに次への準備をする学期だ
からです。特に６年生は、いよいよ卒業を迎え、中学校に進学します。
先生や友達と一緒に中津小学校での思い出をたくさん作ってほしいと思
います。
１年生のみなさんは、当たり前ですが、今１年生です。でも、入学し

たばかりの４月のころの１年生ではありません。２年生にうんと近い１
年生です。一日一日の体や頭の成長は、なかなか気付きません。今日と
昨日とでは、どんなところが成長したかわかりませんよね。でも、４月
と今の自分を比べると、４月にはできなかったけど、今はできるように
なっていることが、一人一人たくさんあると思います。それは、毎日毎
日の努力が、自分をつくっていて、できるようになったり体が成長した
りしているからです。一日一日をしっかり過ごしているうちに、わたし
たちは成長しているのですね。３学期も一日一日を大切に過ごして行き
ましょう。
今年は、うさぎ年です。うさぎは、かわいらしくてピョンピョン跳ね

ます。うさぎは、小さな動物の中では、跳ねる力は一番あるといわれて
います。敵から逃げるために、後ろ足が前足の４・５倍発達しているそ
うです。ぴょんぴょん跳ねるうさぎのように、元気で楽しい一年になる
ようにみんなでがんばっていきましょう。

職員一同、最後のまとめがしっかりできるように取り組んでいきます。
本年も保護者、地域の皆様の御協力をどうぞよろしくお願いいたします。



保健と安全に関する取組

月に１回、校内や校外あるいはお家での
安全面や保健面について、自分の生活を振り返り
ながら、学んでいます。

２学期の学校評価

２学期の学校評価の結果です。自ら学ぶ子供(知)の３番、仲良くする子供(徳)の３番と４
番、たくましい子供(体)の２番の数値が、１学期と比べて上がっていました。
自分から意識して元気よくあいさつしたり、食べ物の好き嫌いを少なくしたりできるよ

う、学校と家庭が協力して子供たちへの働きかけを行っていきたいと思います。

○　二学期の取組に関する自己評価

項目
番
号

評価内容(学校教育目標の具現化をめざす共通実践事項)
※教職員は達成に向けた指導について　※保護者は、子供の様子

児童

2学期

保護者

2学期

教職員

2学期

1
「めあて」と「まとめ」が繋がる学習展開をして、最後に定着を図

る学習（ラスト１０分のチャレンジ）で本時の学習を身に付けさせる
取組をする。

3.4 3.3 3.8

2 　目標時間を意識して家庭学習に取り組めるように指導する。 3.8 3.2 4.0

3
単元テストの通過率が平均８０％以上、漢字・計算力テスト等の通過
率が９０％以上、全国学テや定着度調査は、活用力を高めると共に１
００点チャレンジで県平均以上を目標に繰り返し指導する。

3.6 3.5 4.0

4
言語活動（自力解決の場や相互練り上げの場）の時間を確保し、一

人一人が自分の考えや意見をもって言語活動を積極的に展開させる。
3.4 3.1 3.3

5
各教科で教科書の音読を積極的に取り入れ、音読力カード等を活用

するなどして教科書がすらすら読めるようにする。
3.4 3.4 3.8

1
キャッチフレーズの「あいさついっぱい（語先後礼）、歌いっぱい

（大きな声）、花いっぱい（進んで世話）」を意識させて、全校で取
り組む。

3.5 2.9 3.6

2
「自尊感情」や「自己肯定感」、「所属感の高揚」を感じさせる教師
と子供の信頼関係及び子供同士の望ましい人間関係を築ける学級経営
を行う。（いじめ防止基本方針の推進）

3.9 3.5 4.0

3
一人一人が年間読書冊数の目標を立てて、いろいろな種類の読書に

よる豊かな読みを体験させる。（目標：年間一人平均１５０冊以上）
3.5 3.6 4.0

4
よいと思ったことやみんなのためになる行動が進んでできるように

生活させる。
3.3 3.3 4.0

1
体育時間内の運動量の確保と体力向上を意識した補助運動（時間

走）を継続して取り組み、技能と体力の向上と運動の生活化を図る。
3.5 3.4 4.0

2
日常的な安全指導の継続と交通教室や各種避難訓練等の指導を充実

させる。（交通事故「０」の継続、ヘルメット着用１００％の維持）
3.8 3.6 4.0

3
「早寝・早起き・朝ごはん」に気を付けさせることで、規則的な生

活習慣を身に付けさせる。
3.7 3.3 3.8

4
手洗い・うがい・歯みがきを実施することで自分の健康に関心をも

たせ、けがをしたり病気にかかったりしない健康を意識した生活をさ
せる。

3.6 3.6 4.0

5
食事の大切さと、望ましい食事のとり方やマナー指導を行い、楽し

い食事をさせる中で感謝の気持ちと食べ残しや偏食をしないように指
導する。

3.1 3.0 4.0

6
メディア(ゲームやパソコン、スマホ等)の使用時間を意識し、使用

のルールを守ることができるように指導する。
3.5 3.1 3.8

1 　児童に、楽しく学校生活を送らせることができたか。 3.8 3.8 4.0

2
学校の教育環境（安全、美しさ、花など）を整えることができた

か。
3.9 3.8 4.0

3 　児童一人一人を大切にできたか。 3.8 3.8 4.0

4
児童の学校での様子や取組などを分かりやすく伝えることができた

か。
3.5 3.6 3.8

４…そう思う　　３…どちらかというとそう思う　　２…どちらかというとそう思わない　　１…そう思わない

中津小学校に関するアンケート集計結果：二学期分（総合）
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学校給食の話【保健指導】

「登下校の安全」【安全指導】「校内での安全な過ごし方」【安全指導】

歯の正しい磨き方【保健指導】


