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さわやかあいさつ運動で人づくりの基盤に取り組みます
９日（月）の始業式に始まり、１０日（火）に、２４名
の新入生を迎え、新学期がスタートして３週間が過ぎま
した。あいさつの声も日に日に大きくなり、校内にあいさ
つの輪が広がっています。
人として大切なことは、大きく２つあると考えられま
す。まず１つ目は、自分でできることは自分で判断し、自
分で行動し、その責任を負うということ。２つ目は、そん
な自立した人が集まり、ともに支え合いともに生きるこ
と。これらへの基本には、あいさつや返事、掃除がしっかりできることがあると言われてい
ます。本校では、本年度も基本的な生活習慣の定着に向け、中北っ子７つの約束（①進んで
あいさつしよう②ていねいな言葉づかいをしよう③一生けんめいそうじをしよう④時間を
守ろう⑤安全に登下校しよう⑥校舎内では落ち着いて行動しよう⑦整理整頓をしよう）に取
り組み、子ども達の人格の完成や協調性の育成に取り組んでまいります。昨年度のこの時期
の学校だよりにも記しましたが、この取組には福井県などの例にもありますように、学力向
上につながっていきます。これらの基本的な生活習慣の確立とあわせまして、昨年度作成し
た「中北学力向上プラン」をさらに充実させ、いっそうの学力向上を目指して適切な指導を
行っていきます。ご家庭におかれましても、この「７つの約束」の取組との連携をお願いい
たします。新６年生児童会も、
「さわやかあいさつ運動」の推進として、１７日（火）
から毎朝校門前で、学校のリーダーとして、その啓発に取り組んでくれています 。本
年度も、いいあいさつをしている子を「あいさつ名人」として表彰してまいります。
あいさつの輪が大きく広がり 、たくさんの「あいさつ名人」が誕生することを期待し
ています。子ども達の健やかな成長のために、あいさつをはじめとする基本的な生活習慣
の確立に有効な手立て等がありましたら、「すずかけ」（学校だより）の返信欄にご記入し
ていただくなどして、学校に皆様の声をお届け下さい。よろしくお願いします。

１年生歓迎遠足
２０日（金）、１年生歓迎遠足を行いました。好天に恵まれ、多可町余暇村公園で
の遠足を楽しむことができました。１年生歓迎タイムでは、１年生２４人が一人ひと
り、名前と好きなものをしっかりした声でみんなに伝えることができ ました。好きな
もの発表では、「イチゴ」、「メロン」、「おにごっこ」など、思い思いのものを伝え、

１年生の個性が光り、和やかな自己紹介タイムとなりま
した。その後、６年生が考えた班対抗の競走ゲームや仲
間づくりゲームなどで盛り上がりました。また、６年生
が組んだ騎馬の上に１年生を乗せ、練り歩く“おみこし
わっしょい”では、お兄さんお姉さんの「わっしょい！」
の掛け声の中で、騎上の１年生の笑顔がはじけていまし
た。企画・進行してくれた６年生の活躍に拍手を送ると
ともに、心温まる１年生歓迎タイム でした。お家の方がつくって下さったお弁当をみ
んなでおいしくいただき、自由遊びを楽しんだ春の一日でした。

６年生が全国学力・学習状況調査を実施
１７日（火）、全国の６年生を対象に全国学力・学習状況調査が行われました。こ
の学力調査は、前年度の学力・学習状況を把握し 、今後の学力向上につなげることを
目的としています。本年度は、国語と算数に加え理科も調査対象になっています。そ
して質問紙もあります。
調査結果は夏休みに届く予定ですので、９月には、分析結果とともに、個々の結果
票をご家庭にお届けします。また、この結果を夏休みに分析し、その後の授業改善等
に活かしていきます。
また、４月に、１～５年生対象に行っていた学力テスト は、昨年度より１２月に１
～６年生を対象に多可町で一斉に実施することとなっております。これも、各学年に
おける学力の状況を把握し、３学期の振り返り指導等、その学年での学力の定着 をめ
ざして行います。本校におきましても、昨年度から、「中北学力向上プラン」を作成
して、朝の学習、授業、家庭学習、テスト対策、漢字･計算等の基礎固めなど、総合
的・計画的に学力向上を図っております。このような取組を６年間継続して行うとと
もに中学校での取組と合わせて、小・中学校を通して学力の向上に努めてまいります。
「学ぶことは楽しいこと」、
「わかることは自信につながること」、
「確かな学力を身に
つけることは将来への可能性を広げること」などを児童に実感させながら、ていねい
な取組を行っていきます。ご家庭におかれましても、家庭学習の習慣化や読書習慣の
確立にご理解とご協力をお願いします。

2８日

参観日･ＰＴＡ総会･懇談･引渡し訓練を行いました

２８日（土）に、本年度初めての参観日を行いま した。新しい担任の先生と張り切
って勉強している様子を見てもらいま した。授業参観の後は、ＰＴＡ総会があり新役
員さんの承認をいただくとともに、本校ＰＴＡの絆を結び、本年度のＰＴＡ活動の予
定等について確認がなされました。
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本年度のＰＴＡ幹事の皆さまです。
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ＰＴＡの新スローガンは 、
「つなごう手と手・育もう思いやりの心～あいさつは心と体のエネルギー～」
新会長さんからご提示いただきました。
人がつながり合い、わかり合い、支え合うことの基本として、本校が引き続き大切
に し よ う と 考 えているあ いさつ運動 に連携 していただきましてのサブテーマを ご提
示いただきました。学校と家庭の連携の中でこそ、子ども達の健やかな育成が図れる
と思います。「あいさつ」でつながる幸せをみんなで感じていきたいと思います。ご
家庭でも、「おはよう」「こんにちは」「さようなら」などの日常のあいさつと、心の
あいさつである「ありがとう」を大切にして、お子様に接していただきますよう お願
いします。
そのあと、校長から今年度の中北小スクールプランについてご説明をさせていた
だきました。「人権尊重の心を持ち 、ふるさと多可町を愛し、未来に向かい、意欲
的に学ぶこどもの育成」を学校目標として、「あいさつとていねいな言葉でつながる
仲よし中北っ子」、「進んで勉強する賢い中北っ子」をめざす児童像として、一人ひとり
の児童に応じたきめ細やかな指導・支援 に取り組み、「命と人権」を基盤に 、「い

じめをしない、見逃さない子」、「いじめを許さない学校」を最重点項目として 、
どの子どもにとっても楽しい学校・学級づくりを行い、思いやりの心 の育成、学力
および体力・運動能力の向上、夢や希望に向かって努力する態度の育成等につい
て、ご家庭との連携の中で努めたいと考えております。
ご理解とご協力をお願いいたします。
その後、本年度の本校職員を紹介いたしました。全職員一丸となって、お子様の健
やかな成長に向け、精進してまいります 。
また、各学級では初めての学級懇談が行われました。懇談では、学級委員さんの紹
介の後、今年度の学級経営方針を担任が 説明させていただくとともに、学年ごとに土
曜チャレンジ学習および親子ふれあい活動の計画についてご確認いただきました。
最後に、本年度も非常時への備えを万全にしておくために、児童の引渡し訓練を実
施しました。
【お詫び】1 年生の引き渡し用紙裏面に、引き渡し記録の欄が整っておらず、ご迷惑
をおかけしました。早速裏面に印刷し、今回保護者にご記入いただ きました内容は、
学 校 で 転 記 さ せていただきました。 ご迷惑をおかけ しましたことをお詫びいたしま
す。今後このようなことがないよう準備して参ります。

本年度土曜チャレンジ学習（親子ふれあい活動）
２８日（土）の各学級懇談会において、学級委員さんよりご説明がありましたよう
に、以下の日程および内容で、本年度の土曜チャレンジ学習（親子ふれあい活動）が
行われます。たくさん参加をお願いします。
学年

活動日

内容

指導者

活動場所

１年

５／１９

体育

祐尾昌和氏

体育館

２年

６／

おもしろ理科

吉田俊男氏

図工室

３年

５／１２

体育

祐尾昌和氏

体育館

４年

６／

２

体育

祐尾昌和氏

体育館

５年

５／２６

体育

祐尾昌和氏

体育館

６年

２／１６

グランドゴルフ

９

運動場

備考

＋親子ふれあい
＋親子ふれあい

・４年生と６年生は、あわせてふれあい活動を予定されています 。（４年生は脳トレ
ーニング、６年生はタイムカプセル埋設等です。）
・活動時間帯は、９：００～１０：３０（４・６年生は９：００～１２：００ごろの
予定です。）

交通安全教室
２３日（月）に、交通安全教室を実施しました。「命」を守る大切なことであり、
年度の早い時期に実施することが大切と考え、４月に実施しました。１、２年生は、
歩行訓練と自転車訓練を原則に、３年生以上は、校外に出ての自転車訓練を行いまし
た。訓練の前に、西脇警察の方から、自転車は基本車道で、１４才未満と高齢者は歩
道の通行可、子どもはヘルメット着用などのルール説明を受けました。また、安全の
ためには、
「止まる」
「見る」
「待つ」を大切にすること、不審者対策としては、
「いか
のおすし」
・・・
「（ついて）いかない」、
「（車に」の（乗）らない」、
「おおごえを出す」、

「すぐにげる」「（大人に）しらせる」を確認してもらいました。訓練というものは、
一度すればいいというものではなく、何度も繰り返し行い、体に身につけさせること
を 目 的 と す る ものです。繰り返し行 うことで確実に交通安全を意識した生活を 身に
つけさせていくことが大切です。お忙しい中、ご指導、ご援助いただきました、西脇
警察の方、交通指導員さん、本校 PTA４役および安全対策部のお父さん、お母さん方
にお礼申し上げます。

ちょっといい話
○１２日（金）のことです。６年生の○○さんたちが、校内に落ちていたお菓子やジ
ュースのゴミを拾い集めてくれました。この人達は、ゴミが落ちているのを見て、
「き
れいな学校にしたい」と思い、進んでゴミを拾い集めてくれました。本校児童が捨て
たのか、そうでないのか定かではありませんが 、この行為は貴重なものであると言え
ます。築年数の経っている本校ですが、本当の美しさとは、このようなことをいうと
思います。あいさつやていねいな言葉づかいとともに、すばらしいお手本を 、本年度
の６生生が示してくれました。ありがとうの気持ちを示すとともに、全校生で気をつ
けていきましょう。
○１８日（水）の朝でした。校庭に元気に遊ぶ子ども達の姿がたくさん見られます。
２ 年 生 か ら ６年生 で柔らかなボールを使って野球をしていました。低学年の子 を優
先的に打席に入れる配慮をしたり、うまくプレーできない場面でも「 次、がんばれば
いい」と励ましたり、特に、６年生の子 が下級生に対して、このような気配りをして
いました。そして、始業５分前の放送がかかるとすぐに切り替えて、速やかに教室に
戻っていきました。６年生の優しさが、時としてリーダーシップの表れとな っていま
す 。 新 ６ 年 生の自らを 成長させよう する心と先輩としての自覚 がはっきりと 見て取
れました。

お知らせ・お願い

○本年度の資源ゴミ回収について
本年度、資源ゴミ回収は、６月１０日（日）、９月９日（日）、１１月４日（日）、
そして２月１７日（日）の４回を予定しています 。各地区理事の皆様並びに各ご家
庭には、ご協力をよろしくお願いいたします。本年度も、貴重なＰＴＡ活動資金の
一部として有効利用させていただきます。

○学校施設および学校備品に関する破損等についての対応
平素から、子どもたちには、安全に留意することや落ち着いて行動することなどの指導を
心がけているところですが、時として児童の故意または過失により破損等が生じる場合があ
ります。そのような時に、修復や修理に伴う費用につきまして保護者の方による支払いをお
願いする場合があります。ご理解のほどよろしくお願いします。

学校だより『すずかけ』返信欄から
毎回、感想やご意見を頂きありがとうございます。学校だより｢すずかけ｣は、保護者の皆
様をはじめとする読者の皆様のお声も積極的に掲載し、学校改善に役立てていきたいと考え
ています。今回も学校だより「すずかけ」４月１２日（木）ＮＯ１よりお寄せいただいたご感想
等を紹介します。
〇いつも見やすくわかりやすいです。（４年母）
○わかりやすく書かれていたので読みやすかったです。（４年母）
○１ヶ月先の行事予定も書いてあり、とても助かります。（４年母）
・お読みいただきありがとうございます。今後も読みやすさや紙面の充実に努めます。今後
とも、多くの返信をよろしくお願いいたします。
○学年が上がり、本人も意欲的になっているようです。３０年度もどうぞよろしくお願いし
ます。
・年度が改まり、新しい気持ちでより高まろうという気持ちでがんばっておられるお子様の
様子をご覧になれば、保護者の方もうれしい気持ちになられるのは当然でしょうね。この
お子様の意欲の持続に向け、職員一同努力してまいります。
○入学して数日がたちました。登校ではなかなか足が止まってしまったり、きげんが悪くな
ったりとスムーズに入っていない様子です。当の本人は、「きのうよりちゃんと歩けた」
と言っていたので、時間はかかると思いますが見守っていきたいです。お姉ちゃんとお兄
ちゃんたちにご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。（１年母）
○登校２日目の朝、さんすうセットを持って行かせたのですが、水筒も持っていたし荷物が
多くて、大丈夫だったかな・・・と心配しました。５年生の男の子がさんすうセットを途
中から持ってくれたそうです。とてもうれしい気持ちになりました。ありがとう！！（１
年母）
○のびのびと明るい校風の北小学校。今後も、子ども個々の良いところをたくさん引き出し
て頂きたいです。子供はひと言で笑顔にも泣き顔にもなります。ヤル気をひきだす声かけ
を願います。（１年母）
・新入生も、徒歩登校にがんばっています。保護者の皆様には、４月当初のご心配は当然の
ことと思います。そんな中、上級生の気配りの様子や上級生への感謝の思い等をお知らせ
下さりありがたく思います。今後も、気になること等がありましたら、いつでもお知らせ
下さい。また、子ども達の笑顔づくりにも、全職員でなおいっそう取り組んでまいります。
１年生の保護者からの早速の返信に感謝します。今後もどんどんお寄せください。
月初めにお届けしている学校だより「すずかけ」ですが、印刷機の不調により今月は発行が遅れて
しまいましたこと、お詫びいたします。

学校だより「すずかけ」５月２日号の内容はどうでしたか。「すずかけ」をお読みいただ
きました後は、お手数をお掛けしますが下記の「読みました」に○を付けてご提出ください。
また、紙面や学校の教育活動等についてのご意見ご感想等をどしどしお寄せください。なお、
ご意見等は紙面に掲載させていただくことがありますのでご了承ください。
学校だより「すずけけ」５月２日号返信欄 キリトリ
読みました （
ご意見ご感想欄

）年 父・母・祖父・祖母・その他（
）
※紙面への掲載が不可の場合は×をつけてください。（

）

