
 

 

 

 

 

 

学校目標  １．よく考える子ども  ２．思いやりのある子ども  ３．じょうぶな子ども 

 

「たね」のつく言葉でやる気（木）を育てよう 

                                           校長 大 野 伸 仁  

先日の開校１２０周年記念学芸発表会では多くのご来賓の皆様、保護者の皆様、そして

地域住民の皆様にご来校をいただき、子ども達へ多くのご声援をいただきましたことに心

より感謝申し上げます。ありがとうございます。 

学芸発表会は、子ども達の演技を通して学校教育の一端を見ていただくという大きな目

的がありますが、発表の陰には、子ども達と先生が気持ちを一つに取り組んできた様々な

ドラマがあり、「１２０周年のステージで 輝く笑顔と感動を届けよう」をテーマに全校児

童の最高の発表をお見せすることができました。  

一年生の挨拶と音楽で幕が開き、終わりは、小学校最後となった六年生の劇と挨拶。初

めから上手にできたわけではありませんが、練習を重ねるごとに自信を持ち、大きな声で

言えるようになり、学年全員での美しいハーモニーを醸し出せるようになっていきました。

また、高学年は自分の役割と責任を自覚し、発表会の裏方の仕事も行うなど、今までの学

習の成果を十分に発揮し、一人一人が輝き、皆さんを楽しませたいという思いをもって児

童・教職員が一丸となって取り組んできた発表会となりました。  

皆様にご覧いただき、励ましていただいたことが、「みんなでやった！成功だ！」という

成功感、「自分にはこんな力があるんだ」という自信（自己肯定感）につながり、豊かな人

間性を身に付けることになると確信しています。さらに、発表をした子ども達は、発表す

る楽しさ、思いっきり表現できた満足感、そして保護者の皆様、地域の皆様に楽しんでも

えらえたという達成感を味わうことができました。  

子ども達の姿については、３つのＳ「すごかったね。すばらしかったね。さすがだった

ね。」のように、「・・・たね。」のつく言葉で、子ども達の頑張った様子を話題にしていた

だき、たくさんの種（たね）をまいてやる気（木）を育てていただければと思います。 

この後、気温も低くなって寒い季節となりますので、服装や健康管理に気をつけて、

今までの生活や学習でできていることを確認し次のステップにすすめていきたいと考えて

いるところです。 

 

 

 

 

 

 

長沼町立長沼中央小学校 

学 校 だ よ り 

平成 2 8 年 1 ０月２ ７日 

N o . １１ 
 

 北海道まるごと市場での昼食 

 ２年劇 「ヒュードロン おばけ学校」  １年リズム 「キラキラ☆トトロ」 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１1 月の行事予定 

１ 火 
町民文化祭作品展（～３日） 長沼中公開研究会 

街頭指導(朝) ４時間授業 
16 水   

２ 水 振替休業日 17 木 研修日 

３ 木 文化の日  町民文化祭 18 金  

４ 金 開校記念日 19 土  

５ 土  20 日  

６ 日  21 月 集団下校訓練５校時 

７ 月 研修 22 火  

８ 火 特別支援南空知５町スポーツ交流会 23 水 勤労感謝の日 

９ 水 千歳空港バリアフリー体験（４年） 24 木 ４時間授業 縦割り班 教研一斉部会 

10 木  25 金 諸費口座振替日 長縄跳び集会 

11 金 公開研究会 ４時間授業 26 土  

12 土 南 P母親研(美唄市) 27 日  

13 日  28 月  

14 月 職員会議 縦割り班 29 火 参観日（中） ３年親子レク 

15 火 街頭指導(放課後)  委員会 30 水 参観日（低） 

 

 ３年リズム「応援ソングＢＥＳＴ120」 
 ４年劇 「かいじゅうが出た！」 

 ５年リズム 「ＯＤＯＲＩ！2016」  ６年劇 「夢から醒めた夢」 

１２０周年記念式典のお知らせ 

１０月３０日（日）にいよいよ記念式

典が挙行されます。当日児童の発表もた

くさんあります。事前に申し込みされて

いない方もぜひお越し下さい。 

 

寒い季節に突入 

冬が迫ってきています。体調管理も

そうですが、安全な登下校ができるよ

う、手袋や帽子、氷路面でも滑らない

靴など、適した服装をお願いします。 

 



 

 

 

 

 

 

学校目標  １．よく考える子ども  ２．思いやりのある子ども  ３．じょうぶな子ども 

   子どもの見守りはコミュニケーションから 
さて、これからの時期は、日が暮れるのも早くなるとともに、寒くなって子どもたちの

遊びが外から家の中となります。そして、自宅と友達の家での遊びの交流があると思いま

す。親が不在の時もあると思いますので、親が不在の家の中で遊ばないなど、友達の家で

遊ぶ場合など、お子さんとマナー、ルール、過ごし方について話し合うことが大切です。 

 たとえば、・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 核家族化の影響で、家庭の中でマナーやルールをしつけるのが難しい時代になってきまし

た。両親も忙しいので、なかなか家族団らんの時間を持つことが難しくなっているのでは

と思います。日頃から我が子の生活の様子について会話をしながら、親子のスキンシップ

やコミュニケーションをはかり、人との関わり方を身につけさせることが大切だと思いま

す。みんなが気持ちよく過ごせるために大切なことを身につけていける環境となるよう、

よろしくお願いします。 

  

本校の学力・学習状況について 

 8月末に全国学力学習状況調査の結果が出され、すでに６年生の保護者の皆さんには、個

人票（児童個々の状況）を配布していますが、学校全体の様子については以下のとおりで

す。 

教科 全 国 全 道   本 校 

国語Ａ ７２．９ ７１．０ 全国とほぼ同様、全道よりやや高い。 

国語Ｂ ５７．８ ５６．０ 全国、全道とほぼ同様。 

算数Ａ ７７．６ ７６．３ 全国と同様、全道とほぼ同様。 

算数Ｂ ４７．２ ４４．５ 全国と同様、全道とほぼ同様。 

長沼町立長沼中央小学校 

学 校 だ よ り 

平成 2 ８年 1 0 月２ ７日 

N o . １２ 
 

 北海道まるごと市場での昼食 

 ①誰の家に行って何時に帰るのかを告げてから遊びに行く。 

 ②家に入る前にあいさつをする。 

 ③玄関では靴をそろえる。 

 ④家では、友達の親の注意を聞いてみんなで仲良く遊ぶ。 

 ⑤家の物を勝手にさわらないようにする。 

 ⑥帰宅時間を守り、帰る前には片付けをする。 

 ⑦帰る時は、「ありがとうございました。」と感謝の言葉をいう。 

 ⑧家に帰ったら、誰と、どんなふうに遊んできたかを親に伝える。 



 

  ７ポイント以上の差 ・・かなり高い かなり低い   ５ポイント以上～７ポイント未満・・高い 低い 

   ３ポイント以上～５ポイント未満・・やや高い やや低い １ポイント以上～３ポイント未満・・ほぼ同様 

  １ポイント未満・・同様 

 

本校においても、平成２８年には全国平均以上を目標に学力向上に取り組んできたが、

国語Ａ、国語Ｂ、算数Ａについては、目標を達成することができました。算数Ｂについて

も、全国平均正答率はほんのわずか下回ったが、全道平均を上回るなど、着実に子どもた

ちの学力が定着しつつあります。ただ、隔年で結果が変動していることから、全校的な取

組の成果とまでは至っていないといえます。特に今回、ローマ字の問題や順番を問う問題

が出題されるなど、高学年だけでなく、今までの積み上げの成果が問われており、また特

にＢ問題では、情報量が多く、理論立てて回答する力が必要であり、これは積み上げがあ

ってはじめて取り組めるものです。そのため、教職員が確かな学力の定着に向けて共通認

識の下、統一した指導方法や個に応じた指導方法を工夫するなど組織的な取組を進めてい

く必要があります。そして「できた」→「わかった」→「またやってみたい」の学びの連

鎖が確立し、楽しみながら、一人一人の良さが集団の中で発揮するとともに、よりよい人

間関係づくりや個々の児童が夢の実現に向かって意欲を高められるようにしていきたいと

考えます。  

 学校としては、この結果を踏まえ、国語、算数の理解はもとより、子どもたちが将来に

わたって必要な知識や技能を身につけ、様々な人たちと協力し合いよりよい人間関係をつ

くるとともに、自らの夢の実現を果たし、地域を支え社会に貢献できる人材の育成に、教

職員が一丸となって役割を果たしていきます。 

 そのためには、家庭との連携が大切です。学校五日制や長期休業期間もあり、実は子ど

もの生活時間のうち、学校にいる時間の割合は、１/３にすぎません。児童質問紙から見え

てくる児童の様子から、時間の使い方や学習した内容の定着には、家庭での授業の復習や

振り返りが大切ですが、その時間が、テレビやゲーム、スマホなどで使われている実態が

あります。その結果学習時間はもとより、読書の時間や体を動かして体力作りを行うこと

が少なくなっているように思われます。各学年で学んだことが、しっかりとわかり、出来

たことを褒めてもらう経験や学ぶ楽しさを知ることでさらなる向上が図れるのではないか

と考えます。 

 全国学力・学習状況調査は 6年生だけですが、本校では、2年生以上で標準学力調査を

行い、それぞれの学年で身につけなければならない学習内容の定着状況を把握し、学級で

の授業や個別の指導において、各学年で理解しなければならない内容の定着を図るととも

に宿題や家庭学習など学び直しなどに生かしています。 

 また、算数科では複数の教員が協力して行うＴ．Ｔ、また、退職教員等活用事業で配置

されている教員、町費で学習支援員を配置し、学習の効果を高めています。学校は、一人

一人がしっかりと学習するところ、集団で学習するときは、先生の話を聞いて励まし合い

ながら努力することが大切であることを呼び掛けています。 どの子もかけがえのない大切

な存在です。保護者の皆さんには、先生の話を聞いてしっかり学習できているのか、時々、

ノートやプリントを確認して知っていただきたいと思います。 



 

 

 

 

 

 

学校目標  １．よく考える子ども  ２．思いやりのある子ども  ３．じょうぶな子ども 

本校の学力・学習状況について② 

各調査結果の内容 （レーダーチャートより） 

 

 

 

 

国語Ａ（話すこ… 

国語Ａ（書くこと） 

国語Ａ（読むこと） 

国語Ａ（伝統的な… 

国語Ｂ(話すこ… 

国語Ｂ（書くこと） 

国語Ｂ（読むこと） 

算数Ａ（数と計算） 算数Ａ（量と測定） 

算数Ａ（図形） 

算数Ａ（数量関係） 

算数Ｂ（数と計算） 

算数Ｂ（量と測定） 

算数Ｂ（図形） 

算数Ｂ（数量関係） 

長沼町立長沼中央小

学校 
北海道（公立） 

全国（公立） 

朝食を毎日食べる 

毎日同じくらいの

時刻に寝る 

毎日同じくらいの 

時刻に起きる 

1日のテレビの視

聴時間 … 

1日のテレビの視

聴時間 … 

1日のゲームをす

る時間 … 

1日のゲームをす

る時間 … 

1日の携帯電話や

スマートフォン … 

1日の携帯電話や

スマートフォン … 

長沼町立長沼中央小学校 

北海道（公立） 

全国（公立） 

長沼町立長沼中央小学校 

学 校 だ よ り 

平成 28 年 10 月２7 日 

N o . １３ 
 

 北海道まるごと市場での昼食 

教科全体の調査 

 教科全体の調査（領域別の調査）では、国語Ａでは「話すこと・聞くこと」算数Ａでは「量と測定」、

算数Ｂでは「数量関係」に課題が見られました。 

それ以外の領域は、全国、全道平均正答率を上回り、理解が進んでいることがうかがえます。 

生活習慣に関する調査 

 生活習慣に関する調査では、「早寝、早起きの習慣」や「テレビを見る、ゲームをする時間」に課

題が見られました。家庭学習の習慣化はもとより、テレビを見る時間、ゲームをする時間について家

庭での約束をしっかり決め、生活リズムを整えることが必要です。また、今後携帯・スマートフォン

の所持による生活習慣の不規則化を防いでいく指導も学校と家庭に求められます。 



 

 

 

 

 

 

自分にはよいところがあ

ると思う 

学校のきまりを守ってい

る 

友だちとの約束を守って

いる 

学級みんなで協力して 

何かをやり遂げ、 

うれしかったことがある 

ものごとを最後までやり

遂げて、 

うれしかったことがある 

いじめは、 

どんな理由があっても 

いけないことだと思う 

人の役に立つ人間に 

なりたいと思う 

長沼町立長沼中央小学校 

北海道（公立） 

全国（公立） 

学校の授業時間以外

に、 

普段１日当たり１時… 

学校が休みの日に１時

間以上勉強する 

学校が休みの日に 

２時間以上勉強する 

家で、自分で計画を 

立てて勉強をしている 

家で、学校の宿題をし

ている 

家で、学校の授業の予

習をしている 

家で、学校の 

授業の復習をしている 

学習塾（家庭教師含

む）に通っていない 

長沼町立長沼中央小学

校 

北海道（公立） 

全国（公立） 

 「自分には良いところがある」という自己肯定感や「学級みんなで協力してやり遂げた」達成感な

どをはじめ、全項目については、肯定的にとらえ、とても前向きな姿勢が身に付いているといえます。

更にその意欲を伸ばしていけるように今後も支援してまいります。 

学習習慣に関する調査 

 学習習慣については、前項の生活習慣と密接な関係があります。本校及び北海道共通のここ数年の

課題が、土日曜日の学習時間の少なさです。また復習はするが、予習は少ない傾向も同様です。これ

は、宿題はやっているが、自ら課題を決めて行う自主的な家庭学習の習慣化がまだ不十分なことを示

しています。中学校の学習を意識して学校と家庭が連携して働きかけていくことが求められます。 



 

 

 

 

 

 

学校目標  １．よく考える子ども  ２．思いやりのある子ども  ３．じょうぶな子ども 

本校の学力・学習状況について③ 

 

〇正答率が高かった問題の内容（正答率が９０％以上または全国平均正答率より５ポイント以上上回った問題） 

国語Ａ 
 

〇漢字を読む（お年玉を貯金する むだに省くようにする） 
〇漢字を書く（アサガオのたねをまく したしい友人とでかける） 
〇目的に応じて、図と表とを関係付けて読む 
〇ローマ字を書く（りんご あさって） 
〇ローマ字を読む（hyaku） 

国語Ｂ 

〇目的に応じて、質問したいことを整理する 
〇質問の意図を捉える 
〇話し手の意図を捉えながら聞き、話の展開に沿って質問する 
〇目的や意図に応じて、グラフを基に 自分の考えを書く 

算数Ａ 
 

〇９０５－８の計算 
〇４．６５÷０．３の計算 
〇不等号を書く 
〇示された場面を適切に読み取り、全体の人数を求める式に表すことができる 
〇１を超える割合を百分率で表す場面において、基準量と比較量の関係を理解している 

算数Ｂ 
 

〇1辺を９ｃｍの正方形の縦の長さを変えたときの面積を求める式と答えとして、ふさわしい数
値の組み合わせを書く 

〇示された式に数値を当てはめて、目標のタイムを求めることができる 
〇正方形に内接する円の半径について理解している 
〇単位量あたりの大きさを求めるために、ほかに必要な情報を判断して、特定することができる 

 

 

●正答率が低かった問題の内容（正答率が５０％未満または全国平均正答率より５ポイント以上下回った問題） 

国語Ａ 
 

〇目的や意図に応じて、収集した情報を関係付ながら話し合う 
〇登場人物像について、複数の叙述を基にして捉える 
〇聞き方の説明として適切なものを選択する 
〇登場人物の関係についての説明として適切なものを選択する 

国語Ｂ 
〇目的に応じて、複数の本や文章などを選んで書く 
〇目的に応じて、文章の内容を的確に押さえ、自分の考えを明確にしながら読む 

算数Ａ 
 

〇単位量あたりの大きさの求め方を理解している 
〇直方体における面と面の位置関係を理解している 

算数Ｂ 
 

〇正方形の縦の長さを２ｃｍ短くし、横の長さを２ｃｍ長くすると面積が４ｃ㎡小さくなること
の説明を書く 

〇示された式の中の数値の意味を理解し、それを記述できる 
〇縦にかくことができる正方形の数を求め、２４個の正方形をかくことができる理由を記述でき   
 る 
〇示された二つの表だけでは判断できないものを選ぶ 
〇グラフから貸出冊数を読み取り、それを根拠に示された事柄が正しくない理由を記述できる 
〇示された除法の式を並べてできた形と関連付け、角の大きさを基に、式の意味を記述できる 
〇示された四角形を並べてできる図形を選ぶ 

 

 

 

 

長沼町立長沼中央小学校 

学 校 だ よ り 

平成 28 年 10 月２7 日 

N o . １４ 
 

 北海道まるごと市場での昼食 



具体的な問題から  

１．概ねよく理解できていた事項 

【国語】 

 ・漢字の読み書きについては、正答率も高く、よく理解している。 

 ・目的に応じて正しく読み取る力はついている。 

【算数】 

 ・四則計算をはじめとする基本的な計算は、よく理解している。 

 ・基本的な図形問題も特徴を捉え、解くことができている。 

２．課題となる事項 

【国語】 

 ・複数の条件にあてはめて答える問題（字数指定や与えられた条件にそって答える）に

課題がある。 

 ・長文や複数の情報から問題解決に必要な適切な部分を見分ける力がやや弱い。 

【算数】 

 ・数量関係の意味の理解がやや不十分である。 

 ・解答に必要な複数の情報を捉えて数学的な思考する力がやや弱い。 

 ※ 今回問題の終わりの方が無回答率が高い結果となった。多くの情報や文章から解答

に必要な情報を読み取る力がやや弱いといえる。 

 

生活質問紙から （別紙参照） 

①基本的な生活習慣ついて 

 ・早寝早起き朝ごはんについては定着している。 

②自己肯定感 

 ・例年全国に比べて低いが、今年は高い。 

③ゲームなど使用 

 ・時間数が全国平均に比べて多い傾向にある。 

④学習時間 

・平日はよく取り組んでいるが、土日曜日の学習時間が短い。この積み重ねの差は大き

いので、改善が必要である。１～２時間は増やしていけるとよい。 

 

今後の改善策  

（１）児童の学力定着状況により，ティームティーチングや習熟度別学習, 個別指導など指導方法

の工夫改善を行います。 

（２）基礎・基本の定着や，積極的に学習に取り組むことができるような学習指導の工夫を行いま

す。（指導過程の視覚化，ノート指導の工夫 板書の仕方 学習のきまりの徹底など） 

（３）長期休業中や放課後を活用した学習サポートやチャレンジテストの問題を活用し学力の定着

と向上を図ります。また成果と課題が明らかになる客観的なデータを重視した取組を進めます。 

（４）活用力, 応用力, 表現力を高める手立てを構築し、複数の情報や条件に的確に答える力を身

につけさせます。 

（５）家庭との連携を強め，家庭での生活リズムの点検を行い，学習習慣や生活習慣の改善・向上

を図ります。 


	sdsc16_10_27_1
	sdsc16_10_27_2
	sdsc16_10_27_3
	sdsc16_10_27_4

