平成２８年度 ５月号 ４月２８日

文責 校長 大竹 ひとみ

学校教育目標
子ども像
℡791-2731

新緑美しい季節！
運動に、学習に充実の時期！！
新緑が、美しく鮮やかな季節となりました。学校名にもなってい
る校庭の藤の木にも、美しく花が
咲いています。
１年生も入学して、早や三週間。
学習や給食、学級での係活動など
が始まり、すっかり学校生活にも
慣れてきました。やさしい上級生が
仲良く一緒に登校する姿や、１年生
の教室を訪ね、一緒に遊んだり、学校の様子を教えたりする様子に、
本校の目指す子ども像である「思いやりのある子ども」の姿が見ら
れ、なかよしの花も咲いています。
また、家庭訪問では、お子様の学校やご家庭での様子を、お互い
に情報交換することができました。今後の指導に生かしてまいりた
いと思います。ありがとうございました。
学校では、４月２０日（水）こども読書の日に、交流読書会や読
み聞かせボランティアゆりかごの会の方々による読み聞かせ等を
行いました。
（詳細は裏面に掲載しいています。
）読書は、子どもに
想像力や考える力を身に付けさせ、豊かな感性や情操・思いやりの
心をはぐくみます。子どもたちに、読書習慣を身に付けさせる上で、
家庭における読書活動は大変重要になります。毎月２３日は、「ノ
ーテレビ・ノーゲーム・読書の日」です。２３日は、テレビやゲー
ムをひかえ、本に親しむ日にしてほしいと思います。
さて、５月９日（月）からは、運動会の練習が始まります。短い
練習期間ですが、子どもたちは、精一杯が
んばりますので、どうぞ温かいご声援をお願
い致します。心配されるＰＭ２．５（微小
粒子状物質）については、教育委員会の通知
文(「万が一運動会当日に注意喚起が出され
た場合は、中止（延期）し、他日での開催と
する」）に従い、対応してまいります。ご理解ご協力をお願いいた
します。４月末から５月は連休もあり、生活のリズムが不規則にな
りがちな上、運動会の練習も始まります。ご家庭におきまして、お
子様が、「早寝・早起き・朝ごはん」を実行し、規則正しい生活が
続けられますように、声かけをお願いします。また、水分補給のた
めの水筒や汗ふき用のタオルの準備もお願いします。どうぞ、健康
管理には十分留意してください。

児童数(4/28 現在)

自ら学び

思いやりのある

自ら学ぶ子ども
ゆうかり：5 名 １年:41 名

思いやりのある子ども

2 年:37 名 3 年:41 名

本年度学校経営目標達成ための方策１
４月の授業参観、懇談会、ＰＴＡ総会には、ご多用の中ご出席
いただきありがとうございました。ＰＴＡ総会は、熊本地震のた
め時間を短縮して行いました。急な変更にもかかわらず、ご理解
いただき感謝申し上げます。校長挨拶の中では、本年度の学校経
営方針ついて少しだけ触れさせていただきました。詳細は後日機
会をみてお話させていただきます。お子様のことで心配なことな
どございましたら、遠慮なく、担任や学校へご相談ください。今
後も、学校・家庭・地域との連携を強め、学校教育目標「自ら学
び思いやりのあるたくましい子どもの育成」を目指してまいりま
す。
なお、本号よりシリーズで学校教育目標達成のための重点目標
と具体的方策について紹介させていただきます。
目指す児童像
○ 自ら学ぶ子ども
めあてをもって学習や活動に取り組む子ども
○ 思いやりのある子ども
自らを律し、相手の気持ちを考えることのできる子ども
○ たくましい子ども
少しのことでくじけず粘り強く取り組む子ども
頑張りを支える健康をそなえた子ども

目指す学校像
○ 一人一人が輝く学校
○ 教育環境が整えられた安全・安心な学校
○ 創造性と実践力にあふれた学校
○
家庭や地域に開かれた学校
笑顔あふれるチーム藤木
あい言葉は「すべては子どものために」
子ども 「この先生と学びたい」
保護者 「この学校に通わせたい」
地域
「この学校に協力したい」
教職員 「この職場で働きたい」
方策１ 一人一人が輝く学校にするために
○

たくましい子どもの育成

子どもが達成感をもてる１時間１時間のめあてを明確にした授
業づくり
○ 学びの基盤づくり（学習意欲の向上、学習規律の確立、学習習
慣づくりと家庭学習の定着）
○ 「言葉」と「体験」を重視した学習指導、考えをまとめるノー
ト指導、話合い活動の工夫
○ 一人一人が自己有用感を味わえる学校行事や児童会活動の充実
○ 朝の体と心の目覚まし１５分間「藤木タイム」の充実（月：計
算、火：音読、水：読書、木：視写等、金：漢字）
○ 読書好きな子どもを育てる読書指導の充実
○ 豊かな心をはぐくむ道徳教育の積極的推進（道徳科を見据えて）

たくましい子ども

4 年:43 名 5 年:36 名

6 年:43 名 合計２４６名

５月の主な行事予定
２日（月） １年生を迎える会
歓迎遠足
３日（火） 憲法記念日
４日（水） みどりの日
５日（木） こどもの日
６日（金） 委員会活動〈5・6 年〉
９日（月） 運動会練習開始・特別時間割の開始
１０日（火） 尿検査１回目
内科検診〈5・6 年〉
PTA 委員総会 19:00～
１１日（水） 読み聞かせゆりかごの会〈1・2・3 年〉
１２日（木） 内科検診〈3・4 年〉
１３日（金） 内科検診〈1・2 年〉
代表委員会
１７日（火） 心臓検診〈1 年〉
１８日（水） 読み聞かせゆりかごの会〈4・5・6 年〉
尿検査２回目
２０日（金） 運動会準備・会場設営（５～６校時）
２２日（日） 春季大運動会
２３日（月） 運動会の代休
ノーテレビ・ノーゲーム・読書の日
２４日（火） 運動会の予備日
尿検査３回目
２５日（水） 避難訓練・集団下校（５校時）
２６日（木） 社会科見学（４年）
２７日（金） クラブ活動〈4・5・6 年〉

年間の主な学校行事
６月１１日（土） 土曜日授業（授業参観・懇談会）
学校評議員会
２０日（月） プール開き
７日 ８日（金） 自然教室説明会（５年）
１４日（木）～１５日（金）個人懇談会
２０日（水） １学期終業式
９月 １日（木） ２学期始業式
５日（月）～６日（火）自然教室（５年）
８日（木） 修学旅行説明会（６年）
２４日（土） 土曜日授業（地域合同防災訓練）
２９日（木）～３０日（金）修学旅行（６年）
１０月 ６日（木） 陸上記録会（６年）
１５日（土） 土曜日授業（授業参観・懇談会）
１１月 ４日（金） 学習発表会（児童観覧）
６日（日） 学習発表会（保護者観覧）
９日または１０日 連合音楽会（４年）
１２月１９日（月）～２０日（火）個人懇談会
２２日（木） ２学期終業式
１月１０日（火） ３学期始業式
２８日（土） 土曜日授業（６年もちつき会等）
２月 ３日（金） 中学校入学説明会
１５日（水） 授業参観・懇談会、学校評議員会
３月２４日（金） 修了式
※卒業式は未定

「はらぺこあおむし」
「セロ
ひきのゴーシュ」等心に響
くお話でした。

１の１

１の２

生活

生活

飯田先生

原先生

読み聞かせボランティア「ゆりかごの会」メンバー紹介
※個人情報保護のため、一部情報を削除しております。

これからも「読書大好き藤木っ子」のためによろしくお願いします。
上級生の読み聞かせ

初めての給食。給食当番の着替えも上手でした。
「給

２の１

２の２

算数

算数

弥永先生

宮村先生

食はおいしい！」と残さず食べていました。

熊本地震支援活動へのご協力お礼
短期間にもかかわらず、多くの
方々にご協力いただきました。あ
りがとうございました。

なかよしグループ顔合わせ会
本校の特色ある取組の一つで
ある、縦割り異年齢集団による
「なかよしブループ」での活動が
始まります。

３の１

３の２

算数

算数

廣﨑先生

山本先生

本年度より５年生は 36 名
１学級編制となりました。
みんな仲良く、元気に過ご
しています。

４の１

４の２

国語

国語

ゆうかり
ブックヘルパーの皆様紹介
※個人情報保護のため、一部情報を削除しております。

１年生交通教室

子ども達が、本を読みたくなる図書室環境づ
くりをしていただいています。ありがとうござ
います。

野村先生

森先生
５の１

自立活動

国語

森田先生
佐藤先生

原田先生
６の１

６の２

社会

社会

本田先生

島津先生

