苫小牧市立日新小学校
清新の気をもち

創造性豊かで

主体的に行動できる子の育成 ●

日新だよ
明るい笑顔と元気な挨拶の毎日

Ｈ２７年度学力学習状況調査 児童質問紙より
過日４月２１日に行われた「学力学習状況調査」
の個人票につきましては、先日、各ご家庭にお配り
しましたが、この調査時に、児童個々が児童質問紙
に答えております。気になる点を２点！

読書習慣について
「学校の授業時間以外に，普段(月〜金曜日)、１
日当たりどれくらいの時間、読書をしますか」の質
問に対し本校の 41%の児童が「全くしない」と回
答しました。（ちなみに全道は 23%、全国は 20%
です。） 読書は国語力を構成している「考える力」
「感じる力」
「想像する力」
「表す力」
「国語の知識」
等を身につけることができます。学校における全て
の教科において、国語力が必要です。それは読書の習
慣をつけることで、他の教科の学力が向上すること
を意味します。ですから読書の習慣のついている子
は、国語以外の学習面での伸びが期待できます。
「読書の秋」と言われるように、秋は涼しく集中し
て読書をするにふさわしい季節です。学校でも図書
ボランティアの方々のご協力により、図書館のリニ
ューアルを行うなどして、よりよい読書環境整備を
行ってきています。本を借りにくる児童も着実に増
えてきています。子ども達にはこの機会に、読書の習
慣をつけるべく、各ご家庭でも取り組んで頂きたい

優秀賞
今年も学校花壇には綺麗な花が咲き乱れ、私た
ちの目を楽しませてくれています。
今年度の花壇コンクールにおいて、本校の学校
花壇がなんと優秀賞に選ばれました。
（苫小牧市の
小中学校で、
2 番目に素晴らしい花壇に送られる賞
です。
）ふれあい委員
の皆様方の丹念なお
世話が実を結んだも
のと思います（夏休
みにもお世話にきて
くれていました。
）
本当にありがとうご
ざいます。
まだ花壇には、た
くさんの綺麗な花が
咲いています。是非、
みにきてください。

●
●

自分で考え
すすんで学ぶ子
力を合わせ
思いやりのある子
たくましく
最後までやりぬく子

第６号 平成２７年 ９月２８日発行

と思います。
（家族で読書をする時間を作る。アウ
トメディアなど）

家庭学習について
本校において「学校の授業時間以外に、普段（月
〜金曜日）
，１日当たりどれくらいの時間、勉強を
しますか（学習塾で勉強している時間や家庭教師
に教わっている時間も含む）
」の質問に対し 24%
の児童が「30 分より少ない」と回答しました（全
道 12％、全国 9％）
。6%が「全くしない」と回答
しました（全道 3%、全国 3%）
。逆に「１時間以
上学習している子の割合は本校 39%、全道 55%
全国 63%となっており、本校児童の家庭学習の時
間が、全道や全国の子ども達と比べると非常に少
ないことがわかります。
各ご家庭に「とまこまい学びの３か条」をお配
りしています。（１学期参観日では説明会も行っ
ています。その中に「学年×10＋10(分)でステージ
クリア」とあります。また、以前お配りした「家
庭学習の手引き」にも各学年、最低の家庭学習時
間を提示しています。決められた時間しっかり机
に向かうことが出来るようになったら、次に家庭
学習の内容を充実させていくことになります。内
容を充実させるためにはとても時間がかかりま
す。そのために、まずは机に向かう習慣をつけて
いかなくてはいけません。学校でも全校での家庭
学習の取り組みや学級でも取り組んでいますの
で、ご家庭でもご協力をお願いいたします。

10 月より、児童会も後期となります。児童会
執行部・各専門委員会も新たになります。前期委
員の皆さん、おつかれさまでした。後期の委員の
皆さんも学校のため学級のためにがんばってく
ださい。期待しています。
後期児童会執行部のみなさん
【５年】
【６年】

10 月の帰宅時刻は・・・
午後５時になります。暗くなるのも日に日に早く
なってきています。帰宅時間を守り、安全に毎日を
送るよう学校でも指導しますが、ご家庭でも指導を
お願いいたします。
なお、11 月から帰宅時刻は午後 4 時になります。

30 日（水）マラソン大会

たくさん学び
たくさん思い出をつくった

30 日（水）にはマラソン大会があります。9 月
3 日（木）より、日新小の子ども達は中休みに全校
マラソンに取り組んでいます。また、体育の授業
でもマラソンをしています。その成果をこのマラ
ソン大会で披露します。
順位を目標としている子、
タイムを目標としている子、完走をめざしている
子等々。色々な目標をたててがんばっています。
最後は自分との戦いです。がんばれ。
ＰＴＡのマラソンスタッフの方々にもお世話に
なります。よろしくお願いいたします。

去る 9 月 15・16 日、6 年生は修学旅行にい
ってきました。行き先は函館、天気も良く最高
の修学旅行となりました。
6 年生の子ども達にと
って、最高の思い出が
できたことでしょう。
この修学旅行で得たこ
とを学校生活にいかし、
あと半年、悔いの無い
毎日を送って欲しいと １日目の自主研修にて
思います。

■ 第 45 回 苫 小 牧 市 小 中 学 生 理 科 展

学習発表会に向けて

入選 4 年
■第 32 回

１０月５日（月）より学習発表会の特別時間割が
開始されます。これから１０月２２日（木）（児童公
開）２４日（土）（保護者公開）に向けて、一人ひと
りが自分のめあてを持ち、それにむかってがんば
っていくことになります。時には、なかなか上手く
いかず、落ち込んだりする場面もあるかもしれま
せん。そんな時は励ましてあげてください。
２４日には、子ども達の素晴らしい演技、歌、演
奏、踊りを披露できると思います。ご期待くださ
い。

社会科自由研究作品展

入賞（苫小牧ロータリークラブ 会長賞）
5年
入賞（苫小牧東ロータリークラブ 会長賞）
4年
入選 5 年
■35 回北ロータリー杯争奪苫小牧小学生サッカー大会
3位

日新少年サッカークラブ

十 月 の予 定

1 日（木）
・B 日課 4 時間（給食あり）
・就学時（新 1 年生）検診
2 日（金）
・B 日課 6 時間
・マラソン大会予備日
5 日（月）
・学習発表会特別時間割開始
・ふれあい委員花壇整備
・遅刻調べ
6 日（火）
・児童会
・家庭視力検査
7 日（水）
・読書タイム
・市 P 連大会打合せ(14:30 文化会館)
8 日（木）
・消防クラブ
9 日（金）
・フッ化洗口
・読書タイム
・虫歯予防教室(5 年)
12 日（月）
・体育の日
13 日（火）
・クラブ
・ふれあい委員花壇整備（1 年）
14 日（水）
・読書タイム
・第 2 回親子歩こうデー
15 日（木）
・5 時間授業
・花壇コンクール表彰式(サンガーデン)
16 日（金）
・B 日課 6 時間
・読書タイム

修学旅行

20 日（火）
・学習発表会係児童打合せ
21 日（水）
・読書タイム
・学習発表会係児童打合せ（必要な係）
22 日（木）
・5 時間授業
・学習発表会児童公開
・リングプル回収
23 日（金）
・フッ化洗口
・５時間授業
・学習発表会前日準備（6 校時）
・学習発表会係児童打合せ（必要な係）
24 日（土）
・学習発表会保護者公開(開演 8:40)
26 日（月）
・振替休業（学習発表会）
27 日（火）
・学習発表会後片付け（1 校時 5 年生）
・児童会
28 日（水）
・読書タイム
・ふれあい委員花壇片付け
29 日（木）
・第 2 次家庭訪問
・市 P 連研究大会
30 日（金）
・ フッ化洗口
・読書タイム
・3 年生校外学習（糸井警察署）

１０月の生活目標

自分からあいさつしよう

