
羽城
１ 学校教育目標

よりよく生きる ～夢 笑顔 学ぶ瞳～

■今を生きる飯小っ子が、将来をよりよく生き抜くために必

要な「夢 笑顔 学ぶ瞳」

○自己を見つめ、目標に向かって努力する

「たくましい子」‥‥「夢」

○社会の一員として思いやり、関わり合う

「やさしい子」‥‥‥「笑顔」

○よく聞き、考え、学び続ける

「かしこい子」‥‥‥「学ぶ瞳」

２ 合い言葉

結ぶ ～よく見て 試して 考える～

そこで、「教育活動に関する保護者アンケート」

へのご協力のお願いです。

日頃から、本校の教育活動にご理解とご協力をいた

だき、心より感謝申し上げます。

子どもたちが将来をよりよく生きる力を育てるための本

校学校教育の取組については、これまで、この校報「水

明」や学年だよりをはじめとする各種通信の発行や、学

年・学級ＰＴＡなどの機会などを通してお伝えしてきまし

たが、いかがだったでしょうか。

保護者の皆様から本校の教育活動に対するご意見や

ご要望をお聞きすることで、今年度の取組や指導をふり

かえり、来年度の教育計画を立てる際の参考とさせてい

ただきたく、＜別紙＞にてご回答くださいますよう、よろし

くお願いいたします。

●本 日 １２月２１日（木）

学校から

①アンケート用紙

②学校行事一覧

③封筒 の配付

●冬休み明け １月１５日（月）

ご家庭から アンケート用紙の提出

とさせていただきます。

「体罰調査」などに書きにくかったことなど、

どんな小さなことでもご心配なさらずお書きください。

※ 年末年始のお忙しい中申し訳ありませんが、保護者や地域

の皆さんのお声をお聞きしながら学校教育活動が進められます

よう、ご協力よろしくお願いいたします。
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＜学校教育目標＞

よりよく生きる ～ 夢 笑顔 学ぶ瞳 ～

＜こんな子どもに＞

やさしい子 かしこい子 たくましい子

～学校の教育活動をふりかえって～

「体罰調査」

「八郎潟ハイツ」跡地に来年の秋に開館予定

愛称を決めるのはキミだ！！

飯田川小学校の向かい、二荒山に完成する施設

の愛称、やっぱり飯田川

のわたしたちが考えた

名前が採用されたら…

最高にうれしいですね。

本日、応募用紙を→

全員に配付しました。

ぜひぜひ、みんなで、

すてきな呼び名を

つけてください！



「道徳の時間」の

授業を大切に

例えば、この右の写

真。みんなで（担任ま

で一緒に）ソファに座っ

学
ぶ
瞳

輝
か
せ
て

か
し
こ
く

た
く
ま
し
く

…
そ
し
て

や
さ
し
く
育
て

飯
小
っ
子

何をしているのでしょう。もちろん、サボって…いるわけではありません。これ

は、６年生が電車の中でお年寄りが乗ってきた時に席を譲るかどうか、とい

う話の再現をして、実感を伴って考えやすいように工夫している授業です。

研究主任（授業改善リーダー）でもある担任の○○○○○は、何度も問

い返しをしながら、「相手の立場に立って考えること」「一歩先に進んだ親

切」について考えさせました。事前に、社会福祉協議会さんのご協力で「高

齢者疑似体験」を経験していたことも、子どもたちが「自分ごと」として深く考

える、手助けとなっていたようでした。

こうして学んだことを少しずつ、実生活に

「たったひとつのいのち」～いのちがあってよかった～ １ねん

１年生にとってはまだ実感をもって考えにくい「生命尊重」（本校の道徳教育の重点）をテーマに、担任の○○○○

は、紙芝居でお話を語って聴かせたり、役割演技を入れて人物の立場に立って考えさせたりと、１年生なりにしっかり

考えさせました。毎日の帰りの会「きょうのえがおさん」や「あったかコーナー」で伝え合う工夫も取り入れています。

「水明２０号」「２７号」などでもお伝え

してきたように、本校は、今年「道徳教

育」を重点に、少ないスタッフですが協

力して授業改善に取り組んできました。

「思いやりの心」～もう一つの親切～ ６年

「友達と助け合う心」 ２年

６月に道徳教育リーダーの○○○○教

諭が率先して授業公開してくれたことが全

学年に広がるきっかけになりました。

生かしていって

くれたらと願い

を込めて指導し

ていきます。

担任が森のどうぶつの役を



いろいろなかぞえかたがあるね（１ねん・こくご）

１年生に分かるようにいもほりの説明をしよう！

（２年・生活）

健康には何が関係しているか？（３年・保健）

石川理紀之助について知っていることを話し合い

学習問題をつくろう！ （４年・社会）

～どの教科でもどの学年でも、

より確かな学力がつくように～

分かる楽しさ できる喜びにつながるように

毎日の授業を子どもと共につくり上げます

●養護教諭とチームで授業を

校内授業研究 １２／１８（月）

「体育」の学習（年間 90～100 時間程度）のう

ち、３年生以上は「保健」の学習（年間4～10時

間程度）が含まれます。６年「病気の予防」の学

習では生活習慣病やむし歯、がん、喫煙や飲

酒など様々な心身の健康に影響することがら

について○○○○○教諭が指導し、○○○○

○○養護教諭が専門の立場から説明するな

ど、共に指導しました。二人はどうしたら子ども

たちにとって分かりやすい学習になるか時間を

みつけては何度も放課後に相談していました。

子どもたちは「なぜ未成年の飲酒は禁止され

ているか」という課題に対してよく考え、ペアや

グループで話し合い、最後は「まわりの大人や

友達に飲酒を勧められたらどう言って断るか」、

学んだことを生かして考えました。

学んだ知識を活用する力を付けたいという

「一本芯の通った授業」でありました。

１０時間の学習計画や学んだ大事なポイントなどが教室内に分かりやすくまとめられています。



４年 佳作

○○ ○○ さん 「太陽に照らされた木」

４年 佳作

○○ ○○ さん 「富士山より高い木」

５年 優良賞

○○ ○○ さん 「バケツ稲と夕日」

５年 佳作

○○○ ○ さん 「今年も豊作 バケツ稲」

６年 佳作

○○ ○○ さん「あたたかな給食の時間を写し続けた大鏡」

６年 優良賞

○○ ○○ さん 「心の世界のはじまりがここに」

 飯田川歳時記 



■第５８回秋田県児童生徒美術展

１ねん 佳作（かさく）

○○○ ○○○ さん 「レジェンド～うみのばけもの～」

１ねん 佳作（かさく）

○○○ ○○○ さん 「カブトムシ めざせ!! みつのばしょ」

２年 佳作（かさく）

○○ ○○○ さん 「うさぎの親子とのはらでおさんぽ」

２年 佳作（かさく）

○○○○○○○○ さん 「スーパー にじいろ ドラゴン」

３年 佳作

○○ ○○ さん 「文ぼうぐの車で大空へ」

３年 優良賞

○○ ○○ さん 「ふでばこカーで文具の町へ」

３年 優良賞 ○○ ○○」 さん

「ふでばこカーで文具の町へ」

６年 優良賞 ○○ ○○ さん

「心の世界のはじまりがここに」 ５年 優良賞 ○○ ○○ さん

「バケツ稲と夕日」

「勤勉」「礼儀」「規律」（石川翁のかけ軸から）

よく見て試して考える学校 飯田川小学校

飯田川和田妹川字岩崎 12-12 ℡；018-877-2033

■第５８回秋田県児童生徒美術展■

作 品 展 示

平成３０年１月６日（土）～９日（火）

秋田市文化会館

○○○○さん、○○○○さん、○○○

○さんの作品が展示されます。


