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参観日のお知らせ

今年度最後の参観日を次のように行います。
ぜひ、ご参加ください。
上学年（四～六年）二月二十一日（金）
下学年（一～三年）三月
三日（火）
両日とも十三時五十分～授業参観です。

昨年 十二 月実 施の 学校 評価ア ンケ ート では、 大変
お世話になりました。職員・児童のものも合わせ、今
年度の本校の教育活動や教育目標の達成状況等の成果
と課題の分析に活用させていただきました 。（保護者
の方の集計結果を裏面に印刷しておりますので、参考
にしてください。
）
おおむね満足できる状況を、「あてはまる」と「まあ
あてはまる」の回答を合わせて８０％以上と考え、各
評価者の集計結果を分析すると、全体的にはよい評価
だったと言えます。
しかし、各評価者から共通してあがった課題もあり
ます 。「読書」「早寝・早起き 」「メディアの時間」で
す。これらの課題に対しての取組として 、「読書」に
ついては、引き続き、毎朝の活動に位置づけたり、新
見中央図書館から本をまとめて借りて一定期間学級に
置いたりしています。また、担任も一緒に読書をする
ようにもしています。「早寝・早起き」
「メディアの時
間」については、その意義についての資料を視聴した
り 、「すこやかチャレンジカード」で、長期休業明け
の生活習慣を見直したり、メディアの時間を意識して
生活できるようにしたりしています。
今後も、これらについては、最重点課題として意識
して指導をしていきますが、後の二つについてはご家
庭のご協力が不可欠となりますので、何とぞよろしく
お願いいたします。

学校評価アンケートの結果から
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教育講演会

給食に感謝！

一月二十四日～三十日は、学校給食週間です。
この機会に給食について学び、感謝の気持ちをもて
るように、今年も給食委員会を中心に二つの取り組
みを行いました。①給食センターの方や業者の方へ
の感謝のお手紙、②給食の歴史に関するクイズや紙
芝居です。
感謝の手紙は、二月六日に、栄養教諭の池田先生
に代表で受け取っていただく予定です。
給食に携わっている方の苦労や工夫に気づき、感
謝の気持ちをもって、給食をしっかり食べてほしい
と思います。

２月 の下校時刻変更予定は次の通りです。

学校だより
一月十六日（木）に愛児会・新
見公民館共催による教育講演会が
行われました 。『今、家庭・家族に
必要なもの』と題して、
「岡 山学芸館高等学校参与 森美
智子先生」からご講演をいただき
ました。
☆性教育とは命の大切さを教える
もの。
☆泣きさえすれば気持ちよくしてもらえた、安心でき、
基本的信頼感が生まれる。
☆一歳半から三歳までの成長が一番大きい。
言葉は母親から学び、コミュニケーションができる
子になる。
「生まれてきてくれてありがとう 生んでくれてあ
りがとう」この気持ちを大切にしたいという森先生の
熱い思いが伝わってきました。

生活目標「安全に気をつけて生活しよう。
」

２月の行事予定

日 曜
行
事
20 木 新入生体験入学
21 金 参観日（上学年） １５：００一斉下校
防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙ隊意見交換会・給食交流会
いっせーのーＤＡＹ
25 火 安全の日 ベルマークの日
26 水 学校・学年だより配付
28 金 委員会
学校運営協議会１３：５０～

日 曜
行
事
３ 月 全校朝会 身体計測
５ 水 ふれあいタイム【学習ボランティア】
すこやか委員会１５：２０～
６ 木 租税教室（６年生）
７ 金 委員会
10 月 クラブ 安全の日
12 水 学校集金口座振替日
13 木 そろばん教室３年
14 金 クラブ（最終）

行動力を磨くために

今 年の冬 は、ほ とんど雪 も降ら ず、気 温もそ れほど低 くな
ら ない など 、今 まで 経験 の ない 不思 議な 冬と なっ てい ま す。
個人 的に は雪 道の 運転 は 怖い ので 、雪 が降 らな い こと は歓迎
で すが 、ス キー 場 など 寒く なけ れば 困る 施 設も たく さん あっ
たり 、今 か ら夏 の水 不足 を心 配す る 声も 聞こ えて きた りし て
います。
振 り返 れば 、九 月に 私た ち の新 見が 受け た集 中豪 雨 被害の
記憶 は、 今で も鮮 明 に残 って いま す。 新見 の みな らず 日本 の
各 地で 起こ っ てい る集 中豪 雨被 害の 大 きさ は想 像を 絶す るも
のが あ りま す。 もち ろん 今ま で も大 小被 害は あり まし たが 、
今の 雨の 降り 方に は恐 怖す ら 感じ ます 。ま さに 『異 常 気象』
と言っても過言ではないでしょう。
しかし、この状況は何も日本に限ったことではありません。
オ ース ト ラリ アの 今も 続く 大火 災 は、 年間 降雨 量の 少な さに
も 原因 があ るよ うで す。 また 、 イン ドや 南米 北西 部・ 東 南ア
ジア の大 雨や 大型 ハリ ケ ーン の襲 来、 パキ スタ ン の熱 波、カ
ナダやヨーロッパの寒波など数えればきりがありません。
先日 行わ れ た世 界の 政財 界の リー ダ ーが 集ま る「 ダボ ス会
議 」 にお いて 、温 暖化 対策 を求 め るス ウェ ーデ ンの 環境 活動
家、グレタ・トゥーンベリさんの発言が注目を集めています。
あの アメ リカ 大統 領 トラ ンプ さん と対 等に や り合 うほ どの 行
動 力、 発言 力 には いつ も驚 かさ れま す 。グ レタ さん は、 あの
若さ で 、な ぜ、 これ だけ の行 動が と れる ので しょ う。 そこ に
は 幼 い頃 から の教 育が ある と 思い ます 。た だ受 動的 に 学習す
る だけ でな く、 自分 で 考え 、ど うす れば この 問 題を 解決 でき
るの か議 論し 、 行動 する 。口 で言 うの は 簡単 です が、 なか な
か難しいことです。
これ か らの 子ど も達 に必 要な 力 、そ れこ そが 『自 ら考 え、
主体 的に 行動 する 力』 だ と思 いま す。 その ため に 、児 童が興
味 をも てる 問題 提 起、 しっ かり と議 論で き る時 間の 確保 、自
由に 話せ る 雰囲 気づ くり 、学 級や 家庭 に おけ る自 己有 用感 の
向 上な ど 、私 達が 手助 けで きる こ とに 取り 組ん でい きた いと
思 いま す。 児童 自身 がチ ャ レン ジ精 神と 学び たい と 思う 気持
ちを もち 続け られ る よう 、思 誠小 職員 が「 ワ ンチ ーム 」と な
っ て全 力で 支 援し てい きた いと 思い ます 。 児童 の中 に秘 める
グレ タさ ん にも 負け ない 大い なる 若 きパ ワー をし っか りと 発
揮してほしいと願っています。頑張れ、我らの思誠っ子！

１～３年 １５：００ ４～６年 １６：００

※３月３日（火）下学年参観日

１５：００一斉下校

２１日（金）上学年参観日

集団下校
１～５年 １６：００
４日（火）中学入学説明会
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たくましく
やさしく かしこく

自分の力で歩む子に
学 校教 育目 標

