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文責 校長 大竹 ひとみ   ℡691-1681 

豊かな心をもち  かしこく  たくましく生きる子どもの育成  

 

 

あかるく素直な子ども さいごまで進んで働く子ども からだを鍛えたくましい子ども わかるまでよく考える子ども 
学校教育目標 

子ども像 

全国学力・学習状況調査結果について 
 ４月に実施しました全国学力・学習状況調査（６年対象）の結
果が、公表されました。本校の個人結果は、１２月の個人懇談会の
折に６年生の保護者の皆様へ配布予定です。学校だよりでは、全体
的な傾向についてお知らせいたします。詳細は、学校だより（学力
向上特集号）や HPでお伝えします。 

（正答率） 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ 理科 

浅川小 ◎ 〇 △ ◎ ◎ 

全国 ７０．７ ５４．７ ６３．５ ５１．５ ６０．３ 

本市 ７１ ５４ ６１ ５０ ６０ 

※ ◎上回っている 〇同程度 △下回っている（全国比） 
１ 国語科 
  Ａ問題（主として知識）は、全国比を上回っています。課題は、
相手や場面に応じて適切に敬語を使うことです。日常生活におい
て、敬語を使う指導をしていきたいと思います。また、学年別漢
字配当表に示されている漢字を正しく書くことも課題です。Ｂ問
題（主として活用）は、全国比とほぼ同程度です。しかし、目的
や意図に応じて、文章全体の構成を考えることや、書かれている
内容の中心を明確に読み取り、要点をまとめることが課題です。 
今後は、新聞のコラム等を活用し書かれている内容の要約に力

を入れていきたいと考えます。また、自分の考えをまとめるノー
ト指導の工夫や、根拠を求めて話すことができるように指導しま
す。読み聞かせ等読書活動も推進していきます。 

２ 算数科 
  Ａ問題（主として知識）は、全国比を下回っています。基礎基
本の問題例えば、除去法で表すことができる２つの数量の関係の
理解や１８０°より大きい角の大きさを分度器を用いて求める、
折れ線グラフから変化の特徴を読み取る等が定着していません
でした。Ｂ問題（主として活用）は、全国比を上回っています。
数量や図形についての知識・理解・技能が高まっています。しか
し、文章を読み、順序立てて論理的に考え解く力に課題がありま
した。論理的思考力を育てていく授業構想を考えていかなければ
なりません。 
今後も、より一層少人数指導等を推進し、一人一人の児童の習

熟度に応じたきめ細かな指導に努めていきます。 
３ 理科 
  理科は全国比を上回っています。しかし、単元によって理解度
に差がみられました。今後は観察・実験を重視し、実感を伴った
理解を深めていきたいと考えます。 

※ 児童質問紙等の詳細は、学力特集号・ＨＰでお知らせします。 
【今後の取組】 
○ 朝の１５分間「がんばりタイム」「のびのびタイム」の徹底や
学習習慣・学習規律の確立を図る。 

○ ネット・スマホ等の時間を減らし、読書の時間を増やす。等 
  

 

１１月の主な行事予定 
１日（木） 学校開放週間 ～４日まで（３日は休業日） 
２日（金） 学習発表会（児童観覧日） 
３日（土） 祝日 文化の日 
４日（日） 学習発表会（保護者観覧日） 
５日（月） 代休 
６日（火） 道徳教育講演会（講師元大関魁皇関） 
               14:15～15:00 
          委員会活動 
７日（水） 連合音楽会<４年>♪会場：本城小 13:30 
８日（木） 修学旅行〈６年〉～９日（金） 

スクールカウンセラー長峰先生来校 
10:30～17:00 

１３日（火） クラブ活動<４・５・６年>（６校時） 
１５日（木） ミュージアム・ツアー<３年> 
       巡回ライブラリー貸出し 
１６日（金） 能楽ワークショップ〈６年〉（５・６校時） 
１９日（月） お話どうぶつ島「絵本とお話の会」13:20 
２０日（火） 読み聞かせ 
       浅川保育園・北九州幼児学園交流〈１年〉        
２３日（金） 勤労感謝の日 

ノーテレビ・ノーゲーム・読書の日 
２６日（月)  球技大会〈５年〉会場：折尾スポーツセンター  
２７日（火） クラブ活動<４・５・６年>（６校時） 

読み聞かせ 
２８日（水） 八幡西区児童画作品展審査会 

スクールカウンセラー長峰先生来校 
                8:30～13:00 

２９日（木） 巡回ライブラリー返却 
 

  １２月・１月の主な行事予定 
１２月１３日（木）～１４日（金）個人懇談会 
   ２０日（木）給食終了 
   ２１日（金）終業式 
 １月 ８日（火）３学期・始業式 

９日（水）給食開始   

「あなたが花を咲かせよう」 あいさつの花 なかよしの花 たいせつないのちの花 がんばりの花  

先日の土曜日授業には、ご多用の中ご来校いただき、子どもたち
のがんばっている様子をご参観いただきありがとうございました。 

 また、先日行われました６年生の陸上記録会は、感動的に終える
ことができました。友達同士仲良く応援 

する姿、最後まであきらめずがんばりぬ 

く姿、きまりやルールをしっかり守る姿、 

等浅川小の最上級生としてすばらしい姿 

が随所に見られました。大会新記録が出 

るなど、選手も練習の成果を十分発揮す 

ることができました。 

また、５年生の自然教室の１日目は好天 

に恵まれカヌーをはじめすべてのプログラ 

ムを予定通り行うことができました。２日 

目は、雷注意報が出されたため、予定を 

変更し室内オリンピックを実施しました。 

一つ一つの行事を通して、仲間との絆を 

深め、心身共に成長していく浅川小の子ど 

もたちに心から拍手をおくりたいと思います。さて１１月は、学習
発表会、４年生連合音楽会、５年生球技大会、６年生修学旅行、全
学年児童画展等行事もたくさんあります。子どもの可能性を引き出
し、表現力を伸ばすよい機会だと捉え指導に力を注いでいきたいと
思います。 

 

 

 

子どもの可能性を引き出し 表現力を伸ばす取組！！ 

 

あなたがの花をさかせようプロジェクト 
「みんなが協力して取り組むことで、もっと笑顔いっぱいの浅川小
学校になるようにする。」を目的に、企画委員会の提案で、『あなた
がの花を咲かせようプロジェクト』を、本年度も実施しています。 
掲示された心が温かくなるメッセージの中から、何人かを給食時間
に放送で紹介しています。 

あいさつの花 
○ 自分から進んで元気に挨拶を 
 している。 
なかよしの花 
〇 友達を誘ってみんなで遊んで 
 いる。           
たいせつな命の花 
○ 廊下を走ると危ないので、右 
側を静かに歩いている。 

がんばりの花 
○ 学習発表会の練習をがんばっている。等 

 

修学旅行について 
＜目 的＞ 小学校生活６年間の総ま 
とめとして、日頃の学習で体験でき 
ない施設の見学を通して、各教科学 
習の深化、拡充を図るとともに、規 
律ある集団行動を経験させ、より有 
意義に生活しようとする態度を培う。 

＜期 日＞１１月８日（木）～９日（金） 
＜目的地＞吉野ヶ里歴史公園、福岡県青少年科学館 
    大刀洗平和記念館、城島高原パーク、うみたまご 

 

 

【地域の方からの情報より】「下校時道路いっぱいに広がって車の
走行を妨げている児童がいる」とのことです。 

学校でも指導していますが、ご家庭でも、「としお」の約束と
びださない、しん号を守る、おう断歩道を渡る、そして道路いっ
ぱいに広がらない等のご指導をお願いします。 

 

１０月から着任した職員紹介 
 長戸 康勝（３年１組担任）よろしくお願いします。 

学習発表会では、日頃の学習の成果を発表し、子どもたちに
表現する喜びや音楽の楽しさを味わわせたいと思います。本年
度のスローガンは、「思いを一つにして心があたたまる音色を
空までとどけよう」です。ぜひご観覧いただき、子どもたちに
温かい拍手をお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１の１ 
道徳科 

坂巻靖子先生 

 

 

 

  

 

１の２ 
道徳科 

柿薗睦子先生 

１の３ 
道徳科 

辻塚由紀先生 

２の１ 
道徳科 

山田智恵美先生 

２の２ 
道徳科 

福田紀子先生 

２の３ 
道徳科 

木下麻衣先生 

２の４ 
道徳科 

山本佳世子先生 

３の１ 
道徳科 

長戸康勝先生 

３の３ 
道徳科 

田口康子先生 

４の２ 
道徳科 

本田親朋先生 

４の３ 
道徳科 

石松佳子先生 

ひのみね 
道徳科 
三戸麻帆花先生 中村奈保先生 

 

 
 

６の１ 
道徳科 

有馬さゆり先生 
 

５の４ 
道徳科 

坂上周平先生 

 
５の３ 
道徳科 

木下克子先生 
 

５の１ 
道徳科 

吉水秀曜先生 

４の４ 
道徳科 

米田美香先生 

 

３の２ 
道徳科 

吉村厚子先生 

４の１ 
道徳科 

森麻惟子先生 

 

６の２ 
道徳科 

江口 活先生 

６の３ 
道徳科 

木上智子先生 

５の２ 
道徳科 

吉田美紀先生 

人権教育講演会 ＮＰＯ法人本山晴子様 

 講演題 「あなたの心と体を守るために」 

・ ゲーム・スマホをしすぎると脳の働き 
に影響がある。 

・ テレビを消して家族の会話を楽しむこ 
と。 

・ 大切な事は会って直接話すこと、ネッ 
トを使う場合は、相手に伝わる言葉を使
うこと。 

・ ネットで知り合った人には、絶対に付 
いていかないこと。まずはしないこと。 

・ 自他の情報を安易にネットにアップし 
ないこと。 

・ 自分のことを好きだなあと思うこと。 
等、貴重なお話をうかがいました。 

 


