
 

 

 

 

                                

                                 

 

                                 

 平成２８年度 １１月号 １０月３１日 

 

 

文責 校長 大竹 ひとみ   ℡791-2731 

自ら学び  思いやりのある  たくましい子どもの育成  

 

自ら学ぶ子ども  思いやりのある子ども  たくましい子ども 

ゆうかり：6名 １年:41名 2年:36名 3年:42名 4年:44名 5年:36名 6年:43名 合計２４８名 

 

学校教育目標 

子ども像 

児童数(10/31現在) 

 
 

                                

 

 

学生ボランティア先生の募集 
 本校では、昨年度将来教員を目指す大学生の方々に、ボラ
ンティア先生として子どもたちの学習支援をしていただきま
した。本年度も元気はつらつとした大学生の方々に、授業中
はもちろんですが、休み時間やひまわり学習塾のお手伝いも
していただきたいと考えています。ご近所でお知り合いの方
がおられましたら、本校教頭までご連絡していただくようお
願いいたします。 

子どもの可能性を引き出し 表現力を伸ばす取組 

 先月の授業参観・懇談会には、ご多用の中おいでいただきありが
とうございました。１１月６日（日）まで、学校開放週間です。ぜ
ひ学習発表会での子どもたちのがんばっている様子をご覧くださ
い。 
先月行われました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、あいさつをきちん 
とする礼儀正しい姿等、藤木小の上級生 
としてすばらしい姿が随所に見られまし 
た。一つ一つの行事を通して、心身共に成長していく子どもたちに
心から拍手をおくりたいと思います。 
 ５年生も学習発表会の準備で体育用具搬出を行いました。学校の
みんなのために懸命に働く姿がみられ、少しずつ上級生としての自
覚が芽生えていることがうかがえうれしく思いました。 
 さて１１月は学習発表会、連合音楽会、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。寒暖の差が激しく
体調をくずさないよう、健康管理にご留意ください。 

  

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 

藤木小 ○ ○ ○ ○ 

全国 72.9 57.8 77.6 47.2 

福岡県 71.7 57.8 77.8 47.3 

北九州市 70 56 76 45 

※ ◎上回っている ○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）では、言語についての知識・理解・技 
能や話す・聞く能力は、全国平均を上回っていました。読む能力
を問う問題に課題があったので、根拠となる表現を見つけなが
ら、読むことを習慣化する必要があります。今後も読書の習慣付
けや、新聞や本を読んで感想を書く活動、辞書の積極的活用等を
図っていきたいと思います。Ｂ問題（主として活用）では、全国
平均と同程度で、基準とした正答率が上昇しています。読む能力
を問う問題に課題があったので、目的に応じて本や文章を比べて
読むなどの効果的な読み方を今後も継続して指導していきます。 

２ 算数科 
  Ａ問題（主として知識）、Ｂ問題（主として活用）ともに、全
国平均と同程度でした。Ａ問題では、数量や図形についての技能
は、全国平均を上回っていました。数量関係を問う問題に課題が
見られました。示された場面を適切に読み取る力を付けていく必
要があります。Ｂ問題では、数量や図形についての知識・理解は、
全国を上回っていました。ある図形を組み合わせてできる図形の
形や角の大きさを問う問題に課題が見られました。粘り強く応用
問題に最後まで取り組んでいますが、図形の操作を繰り返し経験
させる指導が必要です。今後も、より一層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 児童質問紙 
  100％の児童が「学校の宿題をしている」と、答えています。
家庭学習の習慣が身に付いてきているといえます。「４時間以上
テレビをみる」は、昨年度から大幅に減少し 17．1％になってい
ます。授業中「話し合う活動を通して自分の考えを深めたり広げ
たりできている」は 68．3％の児童ができていると回答し授業中
の話合い活動が充実し思考力を高めていることがうかがえます。 

４ 今後の取組 
○ 朝の１５分間「藤木タイム」（音読暗唱、視写、漢字・計算練
習等）の徹底や学習習慣・学習規律の確立を継続して行う。 

○ 家庭学習の定着（低学年２０分、中学年３０分、高学年４０以
上）を継続して啓発していく。 

○ 毎月２３日「ノーテレビ・ノーゲーム・読書の日」を各家庭で
意識し実践していただく。 

○ 「わかる授業づくり」「楽しい学級・学校づくり」に努める。 
  

 

１１月の主な行事予定 
〔１１月６日（日）まで学校開放週間〕 

２日（水） 読み聞かせ<１・２・３年> 
３日（木） 祝日：文化の日 
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） 
７日（月） 学習発表会代休 
８日（火） フッ素塗布〈２・３年希望者〉 
９日（水） 連合音楽会<４年>  

♪会場：若松市民会館 13:30 
１０日（木） 委員会活動<５・６年>（６校時） 
       子どもひまわり学習塾〈５年〉 
１１日（金） 就学時健康診断 13:30～ 
１４日（月） なかよしタイム 
１５日（火） 観劇会 
１６日（水） 読み聞かせ<４・５・６年> 
１７日（木） なかよし掃除 
       ユーカリの会交流会〈５年〉 

子どもひまわり学習塾〈５年〉 
１８日（金） なかよし勉強 

薬物乱用防止教室〈５・６年〉（５校時） 
代表委員会（６校時） 

２２日（火） スクール救命士〈５・６年〉（２校時） 
２３日（水） 勤労感謝の日 

ノーテレビ・ノーゲーム・読書の日 
２４日（木） 生活アンケート 
       子どもひまわり学習塾〈５年〉        
２５日（金） クラブ活動<４・５・６年>（６校時） 
２８日（月） 自然教室〈５年〉玄海青年の家  
２９日（火）  〃 
      

１２月・１月の主な行事予定 
１２月１９日（月）～２０日（火） 

２学期末・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 
   １１日（水）給食開始 
   ２８日（土）土曜日授業 

 

 

 

  

 

 
 

 

タイ国立シーナカリン・ウィロート大学附属 
プラサンミット小学校学校視察及び交流会（５・６年） 

 

 

北九州市は公害を克服し
環境先進都市としてタイで
も注目されています。本年度
本校の視察と交流依頼があ
り、環境教育の取組を紹介す
ることとなりました。 
６年生の昨年度の段ボー

ルコンポストの取組、５年生
の本年度の環境教育の取組、
栄養教諭宮崎先生の協力を
得て６年生の家庭科調理実
習、外国語活動授業参加、５
年生体育授業参加、歓迎・お
別れセレモニーと充実した
視察・交流となりました。 

 

 



 
 

種 目 名 児童氏名 記録 

男子走り幅跳び 田中 富大 
４０２ｃｍ 

 【２位入賞】 

男子走り高跳び 白川 絢也 
１１５ｃｍ 
【５位】 

女子走り高跳び 杉田 詩菜 
１００ｃｍ 
【６位】 

女子４００ｍリレー 

牛尾 涼未 
池間  優 
永渕 みずき 
福田 杏花 

１分０３秒１６ 
【５位】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

１年１組 道徳「こぎつね 
ジャンコ」 

１年２組 学級活動 
「いいとこ みつけ」 

 

２年１組 道徳「おとうとの  
たんじょう」 

 

２年２組 道徳 
「わたしのハムちゃん」 

 

 

３年１組 道徳「思い込みや 
 きめつけについて考えよう」 

 

３年２組 道徳「思い込みや 
 きめつけについて考えよう」 

 

４年１組 道徳 
「お母さんの請求書」 

 

 

４年２組 道徳 
「お母さんの請求書」 

 

 

５年１組 道徳「ちがいのちがい」 

 

６年１組 道徳「権利の熱気球」 

 

ゆうかり 道徳「人の心のあたたかさ 
        『あしあと』」 

 

 

 

 

 

６年２組 道徳「権利の熱気球」 

 

 

 

 
 

藤木ハッピーランニング 

 

 

10月１５日 土曜日授業  
授業参観（人権学習） 

 人権教育は教育活動全体を通じて行って

いますが、当日は、道徳や特別活動における

本校の取組を参観していただきました。 

 今後も、いじめのない、いじめを許さない

明るく楽しい藤木小学校にしていきます。 

体育委員会が計画し、全校児童
で、体力向上を目指し、１５分
休み元気に走っています。 

 

  

小・中連携講演会 中学校部活動見学 

保・幼・小（１年生）交流 

第１０回北九州市３Ｒ活動推進  

特別賞受賞  おめでとう！！ 
 ゴミを減らすために、自分たち
にできることはないかと考え、「青
い地球の会ブルーアース」の方々
の協力のもと、ダンボールコンポ
ストの取組を６年生が昨年度から
行ってきました。その取組が高く
評価され北橋健治北九州市長より
特別賞をいただきました。本年度
は５年生に引き継がれています。 


