
　 協力して活動する場面が多く見られました。これらの活動

　　　　　  本校　８１．５％）

 　のよさに気づき、認め合う雰囲気が作られてきています。

 　　○ めあてをもって、健康な体をつくる子

 　践してきました。健康面では養護教諭を中心に保健衛生指

 　全指導は関係機関 (警察等）と連携しながらきめ細かく実

 　  講師の沼田先生

 　ら、たくさんの入賞がありました。）

　　 各学級のマラソンカードなどを見ると、めあてをもって

 　なわとびやマラソンに取り組む子どもたちが増えてきてい

   ます。また、避難訓練 (地震・火災・不審者等）などの安

 　導(歯磨き指導）がきめ細かく行われ、その成果(虫歯等が

 　減少）が表れてきています。 (体育デーでは小規模校なが

　うございました。

　　１月１４日（月）成人の日でお休みの中、翌日から始まる３
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　　       　２ 月 の 行 事 予 定         　 莨町小一年を振り返って

                                               　　　   校長　鹿　内　裕　明

 　の通過率では、県・市の平均よりも、５ポイント以上（４

 　教科平均）もよい結果を出しています。

　 　ドリルタイム(朝の時間)の活用や家庭学習の習慣化、漢

 　す。また、高学年の子どもたちは朝登校してから、玄関前

 　○ 進んで考え、表現する子

浦町中説明会

 　でも御苦労なさっていることと思います。始業式前には保

安全点検日 

 　の場の工夫により子どもたちの発表力も育ってきています。

 　とはとてもうれしく思っています。心より感謝申し上げま

 　字・計算コンテストの実施、個別指導など、学力保障に関

　 　今年は積雪が多く、除雪には学校ばかりでなく、御家庭

 　の通学路が確保され、安心して３学期がスタートできたこ

 　わる取り組みにより子どもたちの学習意欲が高まり、粘り

 　護者の皆様や地域の町会長さんたちの御協力で子どもたち

　　 さて、年度末を控え、本校の教育活動(学校目標)を振り

 　の除雪を自主的に手伝ってくれています。子どもたちの白

 　い息がとてもさわやかです。

 　返ってみました。

　学期の通学路の確保のために３０名の保護者や児童が手分けを

　して通学路の除雪をしてくれました。また、蜆貝町会の山田会

　長さんや莨町町会の葛西会長さんも御参加くださり、お手伝い

　頂きました。皆様のおかげで無事に３学期をスタートすること

　ができました。

　　御協力頂きました皆様に心より感謝申し上げます。ありがと

　　               　　 　 　熱心にお話を聞くＰＴＡ会員

　　    今日から学校、歩きやすかったよ。

　    　  親の接し方で子どもが変わる！

　　 学校関係者評価や保護者調査についても概ねよいという

 　結果が出ています。このことを踏まえ、来年度の教育計画

 　を作成していきたいと思います。

     なお、学校評価等の詳細については、参観日で説明する

   予定になっています。

浪打中説明会　雪上運動会(１～３年）

読み聞かせ(高学年）委員会(年間反省） 

スキー教室(4～6年・モヤヒルズ）

読み聞かせ(中学年）

建国記念の日

集金日　

全校縄跳び検定⑤  代表委員会

 　　各行事や集会活動(委員会発表等）、縦割班(清掃等）の

 　活動では子どもたちは責任を持って自分の役割を果たし、

 　のよさが十分に表れていました。

 　校長たよりでも紹介しましたが、本校では県学習状況調査

　 強く学習を進める態度が向上してきています。また、発表

 　○ 思いやりをもって協力し合う子

　くことの重要さを改めて感じさせてくれた一日でした。

　　 詳細については、下校時刻変更のお知らせを御覧ください。

 　９０周年を祝う会での呼びかけや共同版画には子どもたち

　　（算数　市の平均　７３．１％　県の平均　７４．６％

 　の中で、教師が子どものよさを認め、紹介することで互い

　 １日 (金）

　 ４日 (月）

　 ６日 (水）

　 ７日 (木）

 １１日 (月）

 １３日 (水）

 １４日 (木）

 １５日 (金）

　※ 下校時刻の変更は,6日,14日,18日,21日,25日の５回です。

　　１２月５日（水）授業参観の後、学校保健委員会が親業訓練

　インストラクターの沼田久美さんをお迎えして開催されました。

　　子どもたちとの接し方や話し方について大変参考になるお話

　をお聞きすることができました。

　　感情に走らず、子どもの言い分を聞きながら、子育てしてい

 １８日 (月）

 １９日 (火）

 ２０日 (水）

 ２１日 (木）

 ２５日 (月）

 ２６日 (火）

 ２８日 (木）

莨町小入学説明会

学区巡回

学校評議員会②

委員会組織会(5・4・3年） 

参観日⑤

委員会引き継ぎ式

読み聞かせ(６年） 委員会活動



    　     力作ぞろい、がんばりましたね。

　　が始まりました。もともとある築山の坂に加えて、バック

　　は、１年の□□優弥君のお父さんが重機を操り、作ってく

　　ださいました。ありがとうございました。たくさんの方々

《第29回 青森市小学校家庭科作品展》

    　１月２１日(月）から青森の冬の風物詩『スキー学習』

                          冬の風物詩始まる！

　　一人一人が熱心に取り組んだ作品が認められ、各種コンク

　　　　 っていることを実行できるようになってほしいと

　ールでの入賞や入選のうれしいお知らせがぞくぞく届いてい

　ます。受賞したみなさん、おめでとうございます。

　　　 　　　　５年  □　□　静　琉　さん（マスコット）

　　ネット側にもう一つスロープを作りました。このスロープ

　☆ 入　賞・・６年  □　□  里  桜　さん（エプロン）

　　　　　 　　６年　□　□  早  紀　さん（エプロン）

             　５年  □　□　　　響　くん（マスコット） 

　　　　　 　　５年　□　□　凜　乃　さん（マスコット）

   　　　   莨小の子６３人に聞きました。

　　　☞ 学習したことは、ほとんど身についている子が多い

　☆ 銅　賞・・４年　□　□　駿　亘　くん

　　　　 行事があるのでぜひ楽しんでもらいたいです。 　　子どもたちは、今年度学習したことを思い出しながら、熱

　　　　 ３学期は、スキー教室や雪上運動会などの楽しい

　まとめとなる学力テストを実施しました。

　　１・２年生は、国語と算数の２教科、３～６年生は、国語・

　　　　 だいたいわかっている。      ３０人(４８％)

　　　　 半分位わかっている。　　      ３人(　４％)

　　Ａ２ 楽しく学校生活を送っている。５１人（８１％）

　　　　 だいたい楽しい。　　　　　　１２人（１９％）

　　　☞ 楽しく学校生活が送れている子が多くて安心しまし

　社会・算数・理科の４教科です。

　心にテストに取り組んでいました。わからなかった問題はも

　指導していきます。

　　 　　　　　４年　□　□　功　二　くん

　　 　　　　　３年　□　□　亮　太　くん

  ～平成24年度児童アンケートより抜粋 (平成24年12月実施)～      最上級生になる準備、熱心にテスト問題を解く５年生

　　　☞ 非常時にどう行動すればよいのかわかっている子

　　　　 あまり参加したくない。　　　　１人（　２％）

　　　☞ あまり楽しくないという人がいたのは残念ですが

　　　　 だいたいわかっている。　　　１５人（２４％）

　　　　 が多いので安心しました。非常時や緊急時にわか

　　　　 だいたい進んで参加している。１６人（２５％）

　　　　 思います。

　　　　 た。

　　Ｑ３ 学校行事には楽しく進んで参加していますか。

　　Ａ３ 楽しく、進んで参加している。４６人（７３％）

　　Ｑ４ 地震、火事、不審者にあった時にどうすればよい 

　　　 　　　　１年　□　□　草　太　くん

　　１月２３・２４日（水・木）の２日間にわたり、今年度の

　　Ｑ２ いじめや仲間はずれがなく、楽しく学校生活を送っ

　　　　 ていますか。

　　　　 かわかりますか。

　　Ａ４ わかっている。　　　　　　　４８人（７６％）

　　 　　　　　５年　□　□　静　琉　さん

  ☆ 入　選・・１年　□　□　颯　人　くん（版画）

　☆ 銀　賞・・５年　□　□　　　響　くん

　　　 　　　　４年　□　□　奈　央　さん（デザイン）

　　《第22回 日専連全国児童版画コンクール～青森地区選～》

               ６年　□　□　悠　貴　くん

　☆ 金　賞・・６年  □　□  悠  貴　くん（エプロン）

　☆ 奨励賞・・６年　□　□　葵　朱　さん（帽子）

　☆ 入　選・・３年　□　□　渚　月　さん

　　　　 　　　１年　□　□　勇　羽　くん

　　　 　　　　３年　□　□　東流乃　さん

　う一度復習して、しっかりとわかってから進級できるように

　　　　　ということですね。うれしいです。

　　　　　　  しっかりできたかな？

　　Ａ１ ほとんどわかっている。      ３０人(４８％)

　　　　　　 　５年  □　□  生  利　さん（ナップザック）　　に支えられて充実した学校生活が送れていることを心に刻

 《第25回 棟方志功賞版画展》

　☆ 金　賞・・３年  □　□　詩　紋　さん

　　　 　　　　４年　□　□　天　斗　くん（デザイン）

　　みながら、学校生活を送れるよう指導しています。

　　Ｑ１ 学習したことはわかっていますか？

《平成24年度 青森市小・中学校美術展》


