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11月の主な行事予定

※ 11月は読書月間です。

11月１日(水) 地域が育む「かごしまの教育」県民週間～７日

児童代表委員会・児童保健委員会

５年校外学習（午前） ５年お茶教室（５時間目）

２日（木） ４年高齢者とのふれあい交流会（グラウンドゴルフ・給食）

全校音楽 別府中文化祭（６年出演）

３日（金） 文化の日 南薩地区学校給食展（枕崎市）

市文化祭市民芸能祭

５日（日） 市内一周駅伝競走大会

７日（火） 全校音楽（３・４年発表） 委員会活動

８日(水) 子ども貯金日 火災避難訓練

枕崎小研究公開 ＰＴＡ研修視察

９日(木) 子ども貯金日 ＡＥＴ来校（午後）

10日（金） 仲良し読書

11日（土） 土曜授業日 縄跳び大会

13日（月） 残食調査（～17日）

14日（火） 全校音楽 市学校音楽祭（３・４年）

15日（水） 交流給食 スマイルグループで遊ぶ日

16日（木） 学習発表会準備

17日（金） 学習発表会 第２回学校保健委員会

市民あいさつ運動

18日（土） 青少年育成の日 青少年講座

19日（日） 家庭の日

21日（火） 児童集会 クラブ活動 市学校保健協議会

22日（水） ＡＬＴ来校

23日（木） 勤労感謝の日 ふれあい図書館祭

24日（金） スキルタイム 保護者教育相談最終日

市人権問題啓発研修会 一園二校講演会

28日（火） 仲良し体育

29日（水） 租税教室（６年） 児童代表委員会

児童保健委員会 立神中研究公開

市校外指導連絡会

30日（木） おひさま読み聞かせ

※ あくまでも予定です。変更の可能性

もあります。

別府小便り
は，各学年に見合った内容，量を出しますが，御家庭で
も見届けと学習習慣づくりをお願いします。
今，家庭で，学校で取り組んでいる生活習慣や学習習

慣づくりが，今後，子どもたちに必ずやってくる受験期
を迎えたときも，社会人になったときも，その力をきっ
と発揮するのではないかと思います。

４月18日（火）に全国の小学校６年生が一斉に同じテ
ストを受けました。その結果をお知らせします。受けた
テストは「国語Ａ」「国語Ｂ」「算数Ａ」「算数Ｂ」です。
Ａ問題は，教科書にあるような基本的な問題です。
Ｂ問題は，教科書の内容を発展させた活用（応用）問題です。

国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ

本校平均 75.0 58.0 73.0 46.0

市 平 均 72.0 55.0 80.0 45.0

県 平 均 75.0 55.0 79.0 45.0

全国平均 74.8 57.5 78.6 45.9

この結果を見ますとおおむね良い成績だと言えますが，
算数Ａ問題の結果が，市・県・全国を下回っています。
基礎的基本的な内容を確実に習得させることや，簡単な
問題でもしっかり問題を読んで解答する習慣を身に付け
させていきます。
Ｂ問題については，国語，算数とも市・県・全国を上

回ってはいますが，通過率が40％以上60％未満です。学
習した内容を使って「こうしたら解けるんじゃないか。」
とか「あの考えが使えそうだ。」とか，見通しをもって問
題に取り組む習慣が身に付いていないと言えます。
今後は，今まで見たことのない問題や解いたことのな

い問題（活用問題）を授業に計画的に組み入れていこう
と考えています。（学力は毎日の学習の積み重ねによって
しか身に付きません・・・。）
また，この調査では，生活習慣や学習習慣に関わる質

問が92項目ありましたが，「国際感覚を磨くこと」「新聞

を読む習慣を身に付けること」「地域社会に貢献すること」

「友達と意見が対立したとき折り合いをつけること」「将

来に展望をもつこと」「休日の過ごし方」「1日当たりの勉

強時間」「自分の考えを表現すること」「家庭での手伝い

をすること」等に課題が見られました。特に「将来に展

望をもつこと」の数値が低かったのが気になりました。

これらについては，キャリア教育を含め教育計画を見直

して，家庭と連携しながら教育活動を展開していきます。

よい習慣をつくる！

学校長 小 園 俊 介

去る９月24日（日），雨天ではありましたが，秋季大運動会を

実施することができました。保護者の皆様をはじめ，地域の多く

の方々の温かいまなざしと期待を込めた熱い声援を受け，子どもたち

は，持てる力を存分に発揮しました。グラウンドコンディションの悪

い中，子どもたちが精一杯頑張る演技，競技を御覧いただけたこ

とと思います。プログラムの全てを実施することができず，子ど

もたちにとっては残念だったかもしれませんが，記憶に残る運動

会になったのではと思います。会場準備，校庭整備や後片付け，

子どもたちの健康管理と保護者の皆様には大変お世話になりまし

た。ありがとうございました。

さて，「よい習慣は才能を超える」という言葉があります。『働

く君に贈る25の言葉』（佐々木常夫著）の中に出てくる言葉です。

では，よい習慣とはどんな習慣なのでしょう。例えば，小学生

で言えば「早寝，早起き，しっかり朝ご飯」や「歯磨き」などの

習慣ではないでしょうか。こうした習慣は，長い間そうすること

によって，そうすることがあたかもきまりのようになり，むしろ，

その習慣ができないことの方がちょっとしたストレスを感じるま

でになる習慣のことだそうです。よい習慣と言われるものは，他

にも多々あると思われますが，よい習慣の中で，学校と家庭が連

携してぜひ身に付けさせたいものの一つが，「学習習慣」ではな

いでしょうか。全国学力・学習状況調査（本校の結果は後述）で

は，「学力の高さと学習習慣の確立は相関関係が見られる。」とい

う全国的な結果も出ています。

学習というのは，授業を受けただけで自分のものになるわけで

はありません。自分自身で振り返り，納得し理解する。そして，

問題を解く練習をしたり，内容を覚えたりすることで定着が図ら

れ，自分のものになるものと考えれば，「学習習慣」がいかに大切

かということは言うまでもありません。

本校では，各家庭に「家庭学習

のしおり」を配付してあります。

学習時間の目安としては，１年生

と２年生が30分，以降学年が上が

るにしたがって10分ずつ増え，６

年生で70分としています。学校で



地域が育む「かごしまの教育」県民週間 学校へお越しください！

鹿児島県教育委員会では，県内の全学校で，11月１日～７日の期間を「地域が育む
『かごしまの教育』県民週間」として設定しています。
この期間は，一人でも多くの県民の方に学校や子どもたちの様子を見ていただき，学校・

家庭・地域のより一層の連携と県民一人一人に「かごしまの教育」の在り方について関心 ひまわり学級担任の戸高美和先生が，10月９日より産前休

を高めてもらおうとするものです。 暇に入られました。その後任として有村洋紀先生が着任され

本校でも学校自由参観週間として実施します。普段の子どもたちの学校生活の様子を ましたので紹介します。有村先生の自己紹介です。

参観していただく予定です。保護者の方はもとより，祖父母・地域の方々のどなたでも自

由にお出ください。 この度，戸高先生の後任として，ひまわり学級を担任します有村洋紀です。生まれも育ちも

◆ イベント 鹿児島ですが，この枕崎の地にやってくるのは初めてなので，赴任が決まったとき，どんなと

○ １日（水） お茶の入れ方教室 13:55～14:40 ころだろうと期待と不安でいっぱいでした。

・ ５年生がおいしいお茶の入れ方を枕崎茶業組合青年部の方々か 赴任すると，子どもたちは元気で明るいあいさつをしてくれますし，先生方も新任の私を気

ら学びます。 遣って，いろいろ教えてくださいます。そのため，不安は一気に解消しました。

○ ２日（木） 高齢者とのふれあい交流会（４年生） 9:50～13:10 今後は，保護者の皆様や地域の皆様に覚えていただけるよう積極的に地域の行事に参加した

・ ４年生がグラウンドゴルフや給食交流会を通して，高齢者クラ いと考えておりますので，よろしくお願いします。

ブの方々と交流します。

○ 11日（土） なわとび大会（全学年）

・ 低学年 9:25～10:10 中学年 8:30～9:15 高学年 10:25～11:10

○ 17日（金） 学習発表会（体育館） 13:45～15:30

・ 各学年の学習の成果を発表します。

◆ 学校自由参観 9:00～15:00（土曜日は，9:00～11:10）（11/1～11/11の期間 ３日，４日，５日は除く）

・ 普段の子どもたちの学校生活や授業の様子を御覧ください。 ※ ９月後半～10月前半は，行事がたくさんありましたので写真で紹介します。

【第51回枕崎市総合文化祭書道展】

金賞・・・・・・・・・・・・・１年 板敷ゆのん １年 下山 英斗 １年 鮫島 蓮

３年 茅野 莉愛 【９／12：学級ＰＴＡ】 【９／24：運動会１】 【９／24：運動会２】

銀賞・・・・・・・・・・・・・２年 俵積田一護 ３年 豊留 怜奈 ４年 林 璃々花

５年 小城紫衣菜

【第21回ＭＯＡ美術館児童作品展】

審査員特別賞（書写の部）・・・・・・・４年 駒水 翔

銀賞（絵画の部）・・・・・・・・・・・４年 白澤 礼羅

入選（絵画の部）・・・・・・・・・・・１年 下山 晃勢 １年 鮫島 蓮

２年 下山 颯太 ２年 俵積田大空 【10／13：３年芋掘り】 【10／14：４年総合的な学習発表】 【10/15 市民運動会】

４年 俵積田くるみ 【お願い】歯の治療が済んでいない子は，早めに治療しましょう。担任から連絡があります。


