
～ Odomari's atmosphere ～

３・４年生の学級劇
では，計算や体育で学
習した成果を武器に怪
物役の後藤先生と戦う
という内容で発表。美
穂さんのピアノ伴奏で
歌も披露しました。
特別参加の青壮年の

劇は，善悪二人の浦島
太郎が助けた亀の恩返
しをもらうために，繰
り広げる悪賢い策略。
子どもたちに正直に

生きることの大切さを
伝えていただきまし
た。
また，サロン会のみ

なさんもすてきな合唱
を聴かせてくださいま
した。子どもたちもす
てきな歌声にじっと聞
き入っていました。
校区のみなさんのす

てきな賛助出演で大変
すばらしい学習発表会
になりました。
会場には，子どもた

ちの作品や立派な生け
花作品の他，家庭教育
学級の手芸作品等も展
示され，休息時間には
手作りのお茶菓子も味
わうことができまし
た。

学習発表会終わる！ １２月の目標
先日，本年度の学習発 生活目標：規則正しい生活をしよう！

表会を開催しましたとこ ：冬休みの計画を立てよう！
ろ，後ろの方は席が足り 保健目標：寒さに負けない
ずに立ち見の席ができる 強い体をつくろう！
ほどの大盛況でした。 給食目標：落ち着いた雰囲気で
３年生以上の児童は総 給食を食べよう！

合的な学習の時間に真寿
園に行ったり，カヌーや いよいよ冬休み こんな過ごし方を！
ヨットに挑戦した成果を 冬休みは，家族で今年１年間に感謝し，新し
発表しました。 い年を新しい気持ちで迎える節目の休みです。
１年生の礼奈さんと２ ① まず２学期の通知表を御覧になられたら，

年生の淳くんは，生活科 「よく頑張ったね。」とよいところを褒めてあ
の時間に育てた野菜につ げて，新年の夢をもたせてください。
いて元気よく発表しまし ② 次に学習用具を点検し，筆箱や絵の具など
た。たくさんとれたピー 紛失しているものは補充してください。
マンやナスを全校の友だ ③ おじいちゃんおばあちゃんなどに年賀状を
ちに配ったり，収穫した 書かせて感謝の気持ちをもたせてください。
スイカをフルーツポンチ ④ 家の大掃除や正月の支度など可能な限りお

にして食べたりと学習の様子を紹介しました。 手伝いをどんどんさせてください。
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子どもたちに「生きる力」を
校長 奥園正和

本校は現在「総合的な学習の時間」の
研究に取り組んでおり，来年秋の研究公
開を目指しています。先日の学習発表会
では，この学習の成果を発表しようと３
年生以上の１４人が，学年のかべを取り
去って，課題別の研究発表グループをつ
くり，広幅用紙やパソコンを使って，こ
れまでの学習活動で発見したり達成した
り調べたりしたことを一生懸命発表しま
した。
この「総合的な学習の時間」は，子ど

もたちが「生きる力を身につける」とい
う２００２年からの新しい教育課程の基
本的理念のもと，教科，領域の枠に縛ら
れない横断的，総合的な学習を実施する
ために新たに設けられた時間です。
この時間は，学校の創意工夫を生かし

た特色ある教育活動の一層の展開と，自
ら課題を持ち，自ら考え，解決していく
力，いわゆる「生きる力」を育成するこ
とに大きな期待がかけられている時間で
あり，また，学校以外の「世の中を見せ
ながら，大人にしていく」時間ともいわ
れています。
このように，人やものなどへ主体的な

かかわりを通して，自ら課題を見つけ，
主体的に解決していく力を育成するため
に研究してきたわけですが，子どもたち
の発表の様子に，この学びへの成果が生
まれてきているように思います。



みんながんばった校内持久走大会終わる！ １２月の主な行事予定
６日大泊駐在所前をスタート・ゴール地点に， 日 曜 行 事 名
持久走大会を実施しました。１・２年生は１ｋｍ， １ 土
３・４年生は１.５ｋｍ，５・６年生は田中商店 ２ 日 スポーツ少年団佐多大会

までを往復する２ｋｍに ３ 月
挑戦しました。沿道には， ４ 火 ＡＬＴ訪問

お父さんお母さんの他， ５ 水 習熟タイム

おじいちゃんおばあちゃ ６ 木 持久走大会・学校保健委員会・家庭教育学級

んも応援に来ていただ ７ 金 バイキング給食

き，子どもたちも大変喜 ８ 土 南端まちづくり活動８：００・前夜祭出演

び，元気に走り抜くこと ９ 日 佐多岬マラソン

ができました。応援あり 10 月 読書タイム

がとうございました。 11 火 第１回みさき留学制度実施委員会

礼奈さん淳くん 12 水 習熟タイム

受賞おめでとう！ 13 木 委員会活動

１年生の礼奈さんは 14 金 ｵｱｼｽﾀｲﾑ
健康づくりポスターの 15 土
部で特選に，２年生の 16 日 家庭の日

淳くんは入選になり立 17 月 心の教育推進委員会

派な賞状が届きました。 18 火 読書タイム

大喜びの２人でした。 19 水 徳の日・親子読書会

おめでとう！ 20 木
哲志さんに教えて 21 金 終業式・大掃除

いただきました！ 22 土 青少年育成の日 ・冬休み

４年生の社会科の学習 23 日 天皇誕生日

で，大泊小・中学校の歴 24 月 振替休日

史について教えていただ 25 火 校区巡回指導

きました。現在の小学校 26 水 子ども会（門松・しめ縄作り）

のある場所は，きれいな 27 木 校区巡回指導

松林だったと聞いてびっ 28 金 校区巡回指導・仕事納め

くりしました。 29 土
田中哲志さん受賞 30 日
おめでとうございます 31 月
哲志さんの永年の青

少年健全育成活動への 平成１９年度全国学力・学習状況調査結果について
御努力と御尽力の功績 （平均正答率の比較）
が高く評価され，この 国語Ａ 国語Ｂ 算数Ａ 算数Ｂ
度日本善行会より全国 大 泊 小 77.8 58.0 84.2 57.1
表彰されました。おめ 鹿児島県 82.2 62.0 81.6 61.2
でとうございます。 全 国 81.7 62.0 82.1 63.6

算数Ａ（主として知識を問う問題）について
は，県及び全国に比べて＋２ポイントの力がつ
いていましたが，その他は５ポイント近く低い
結果が出ました。現在出題傾向を分析し，授業
の中で復習したり重点的に指導したり，類似の
問題に取り組ませたりして，力をつけるよう取
り組んでいるところです。特にＢ（主として活
用する問題）に弱いところが見られるので，考
えて活用する学習を取り入れています。

佐多岬マラソン大
会に出場！
新しくなったロ

ードパークをみん
なで走りました。
全員が最後まで完
走。たくさんのお
客さんとあいさつ
して仲良くなりま

した。２学期最後の最高の思い出になりました。

家庭教育手帳「ワクワク子育て」より

「食生活の乱れは、
心身のバランスも乱す！」

心身の成長期にある子どもにとって食事は極めて重
要なものです。
最近，子どもの朝食欠食や孤食，偏った栄養摂取に

よる肥満傾向の増大，生活習慣病の若年化など，食に
起因するさまざまな健康問題が生じています。
子どもの健康な身体の形成のため，栄養バランスの

とれた食事をつくってあげるよう心がけましょう。
もちろん，食事は単に子どもに栄養を与えるだけのも
のではありません。親が心を込めてつくった食事は，
親の愛情を自然に子どもに伝え，それによる満足感・
安心感は子どもの心を豊かで強いものに育てる機会に
もなるのです。
※先日の子育て講演会でも食事内容と子どものメタ
ポリックに気をつけましょうとの話を聞きました。


