
共に学び，励み合い，郷土の未来を拓く子どもの育成学校教育目標

心豊かな子ども たくましい子ども 生き生きと学ぶ子ども
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潟上市立東湖小学校

夏休みを迎えるにあたり各学年だより

や生徒指導部からの通信で夏季休業中の

過ごし方，学習や生活についての約束が

出されています。

子どもたちが安全で楽しく過ごすこと

もさることながら，地域の一員として長

期休業中に意識して取り組ませたいこと

があります。それは『天王地区 ふれあ

い宣言』７項目です。子どもたちの望ま

しい規範意識や人と関わる力を育てるた

めに，友達や地域の人と気持ちよく楽し

く過ごすための行動指針として，天王中

学校区三校連携協議会が平成３０年度版

を示しました。

天王中学校区３小中学校の児童生徒が

各校で出てきた宣言の実践項目や思いを

小・中合同の児童生徒会議を開き 「友，

達や地域の人たちとより気持ちよく楽し

く過ごしたい 「そのためにどんな行動」

をしていけばよいかを考えたい」こうし

た思いで，７つの項目からなる宣言が平

成25年11月に完成しました。

この宣言に込められた子どもたちの思

いや願いを，学校だけではなく家庭や地

域の皆さんと共に取り組んでいきたいと

の願いから「天王地区 ふれあい宣言」

とし まし た。

宣 言が 発布

され て６ 年目

，を迎えた今年

潟上 市コ ミュ

ニテ ィ・ スク

ール 実施 元年

と 相 ま っ て ，

改 め て こ の 天

王地区「ふれあい宣言」を家庭，地域と

共に意識して実践化に向けて取り組んで

いきたいと考えています。

今後は，皆さんにご協力いただきまし

たアンケートの集計結果をもとに子ども

たちがさらによりよい心豊かな生活が送

れますよう学校運営協議会で話題にして

いただき，ご意見や取組について議論を

していただくなど学校運営，協議会運営

の充実を図っていきたいと思います。

東湖小学校ではこれまでもふれあい宣

言をもとに「あいさつ運動」や「感謝の

Ｈ 東湖小での生徒児童会議②25
（ ）ここで宣言が紹介されました

気持ち」を大事にすること 「優しい心」や「思い，

」 ，『 』やりの心 で人に接することの大切さを あやや

の学校を合い言葉に進めてきました。

今後は宣言文中の「地域の活動に積極的に参加す

ること（６項目 「夢に向かって全力でがんばる）」

ること（７項目 」についても今年度の学校教育目）

標『共に学び，励み合い，郷土の未来を拓く子ど

もの育成』の具現を図るためにも力を入れて取り

組み いところです。た

アンケートへのご協力，ありがとうございまし

た。長い夏季休業となりますが，有意義な夏休み

となりますよう，よろしくお願いします。

６月・７月にかけて各種団体が主催する競技大会等が行われ，
【かがやきの記録】

全校集会で受賞者を紹介しました。

【珠算】 第 回秋田県珠算競技大会（東北七県珠算競技選抜） ＜６／３開催＞52
（第１部） 読上算 第２位 ○○ ○○ （４年）

第３位 ○○ ○○ （４年） ○○ ○○ （４年）

読上暗算 第３位 ○○ ○○ （４年） ○○ ○○ （４年）

ﾌﾗｯｼｭ暗算 第３位 ○○ ○○ （４年） ○○ ○○ （４年）

個人総合 第３位 ○○ ○○ （４年）

（第２部） 読上算 第２位 ○○ ○○ （６年）

読上暗算 第２位 ○○ ○○ （６年）

ﾌﾗｯｼｭ暗算 第２位 ○○ ○○ （６年）

個人総合 第３位 ○○ ○○ （６年）

以上の４名の皆さんは７月３１日（火）に岩手県盛岡市で開催される第 回46
東北七県珠算競技大会に出場します。健闘をお祈りしています。

【ミニバス】

第七回男鹿潟上南秋親善ミニバスケットボール大会 ＜６／２４開催＞

（男子の部） 準優勝 天王ミニバスケットボール

【剣道】

第三十四回五城目警察署管内少年健全育成剣道大会 ＜６／３０開催＞

準優勝 天王Ｂ剣道スポーツ少年団

優秀選手賞 ○○ ○ （５年）

【陸上競技】

平成３０年度秋田県少年少女陸上競技大会 ＜７／１開催＞

男子 走幅跳 第２位 ○○○○ （６年）

○○さんは８月５日（日）に北海道函館市で開催される第７回東日本

都道府県小学生陸上競技交流大会に出場します。健闘をお祈りしています。



東湖小ふるさと教育

地域･保護者の願い学 校 教 育 目 標

・思いやりのある子ども共に学び，励み合い，
・元気で明るくあいさつ郷土の未来を拓く子どもの育成

できる子ども

・基礎学力を身に付けた
研 究 主 題 ふるさと教育（ ）

子ども
ふるさとを愛し，地域の一員として

個性を伸ばし発揮する
よりよく生きる子どもの育成

・

子ども
児童の実態

・素直で異学年の
関係性が良好で
ある。

・全学年単学級の
ためコミュニケ
ーションの機会
が限られる。

・公の場での表現
。力に課題がある

本郷地区東湖小大運動会】【
（ ） 。５月２０日 日 地域と合同開催の運動会

今年はあいにくの雨のスタートでしたが，
昼近くには晴れ上がり，大盛り上がりのリレ
ーはグラウンドで行うことができました。
地域や保護者の皆様のご尽力には感謝で一

杯です。
東湖八坂神社祭典】【

雨の中での東湖八坂神社のお祭（７月６日～
７日）でした。今年も担当町内の子どもたちが
大幣振や囃子などで早くから準備を行い参加し
ました。

， ，当日は 樽神輿の練り歩きにも参加するなど
本校の子どもたちの伝統行事への関心は高いも
のがあります。

ふるさと教育の目標

○地域の自然に触れる体験を通して，地域のよさに気付く。
○地域の人々とのふれあいを通して，地域の一員としての
自覚をもつ。

○地域の文化や伝統に慣れ親しみ，受け継いでいこうとす
る心を育てる。

ふるさと教育推進の取組
１ 郷土を愛する心を育成します
(1) 学校と地域が一体となった行事や体験活動への積極的参加

東湖八坂神社祭典 地域共催の運動会 総合防災訓練 栽培活動 など
(2) 郷土愛，愛校心などを取り上げた道徳科の時間の工夫

２ 課題を追究する力を育成します

(1) 問題解決を図るための「話合い活動」や考えを伝え合う「表現活動」の場の設定
(2) 地域講師との交流から学ぶクラブ活動の充実

３ たくましく生きる態度を育成します

(1) 他者を理解し円滑なコミュニケーションを築く集団活動の工夫
(2) 自己有用感や自分の役割や責任を果たす喜びが実感できる体験活動の充実

(3) 夢やあこがれをもって将来の自分を見通し，意欲をもつことができる機会の工夫

【クラブ活動】
クラブ名 主な活動内容

地域の講師の方々をお招きして八坂和楽器 箏，尺八，締太鼓等による童歌の演奏

５月より始まっています。学習発表会で発表

文化伝統 茶道，川柳，生け花に親しむ

川柳と生け花は学習発表会で展示

地域発見！ 校庭や神社境内の写真撮影

キバナコスモスによる作品制作，昔遊び

ニュースポーツ スポーツ吹き矢，室内ペタンク，

キンボールなどを楽しむ活動

ダンス ３Ｂ体操体験，創作ダンスに親しむ活動

ダンスは学習発表会で発表

←地域発見！

ダンス：
３Ｂ体操→

【集団活動の工夫・体験活動の充実】

潟上市では，８月１２日（日）から１５日（水）の４日間を，市内全小・中学校の学校閉庁日
（子どもも教職員も学校に来ない日）に設定しています。学校閉庁日は，スポ少，部活動の一斉
休止日とし，お子さんが家庭・地域で過ごす日となります。
学校閉庁日は，教職員が学校に不在となりますので，緊急の連絡がある場合は，教育委員会学

校教育課にお願いします。ただし，この期間であっても事故や入院等で緊急のものは，担任へ必
ず連絡してください。 教育委員会 電話８５３－５３６１（平日８：３０～１７：１５）

夏休み前までにたくさんの体験活
動が行われ，子どもたちの成長につ
ながっています。

学校でも子どもたちの学ぶ意欲や
関心を高めるための学習材を用意し
て 「学ぶ力」の向上に努めていま，
す。

消防署体験見学 陸上交流会

田植え・自然観察

八坂和楽器：合奏と箏

伝統文化：御点前

全校演劇鑑賞教室

ＧＡＯ見学

ふれあい集会

ｷｬｯﾌﾟｷｬﾝﾍﾟ-ﾝあいさつ

縦割り班活動

２年：数量の学習 ６年：立体の学習


