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春を告げる
御崎祭り

伝統行事御崎祭りに
子ども御輿が元気に参
加しました。
早朝田尻海岸で御祓

いを受けた後，大泊で
浜下り，集落を練り歩

いて外之浦集落まで行
きました。途中，お祝
儀をいただくたびに元
気な「ありがとうござ
います」の声が響きま
した。中学生も参加し
て神輿担ぎが，とても
上手になりました。
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いよいよ３月！成長を確認する月に！
校長 奥園正和

先日，お別れ遠足で田
尻の浜に行きました。日
差しが温かく，つわの新
芽も出ていて，春が目の
前に来ていることを感じ
ました。海岸に着くと早
速磯あそびが始まり，ヒ
トデやウニ，大きなカタ

ケ（マツバガイ）を見つけて大喜びでした。
さて，この１年，本校の様々な教育活動に多大な

ご支援ご協力をいただきました保護者の皆様，地域
の方々に厚く感謝申し上げます。おかげさまで，子
どもたちは学習に運動にそれぞれの力を精一杯出し
て，充実した活動を展開し，大きな成果をあげるこ
とができました。
とりわけ，「地域の特性を生かして，コミュニケ

ーション能力を高める総合的な学習の時間」（くろ
しおタイム）の研究に取り組んでいますが，子ども
たちは自ら進んで学習したり，分からないことをそ
のままにせず，様々な方法で調べ何度もやりなおし
てみるという学びへの自覚や，人と人とのかかわり
の中で自分の考えをはきはきと伝える姿が確実に身
についてきています。
ぜひ，御家庭でも，子どもたちのこの１年の成長

ぶりを賞賛し，励ましていただければと思います。
そのことが，子どもたち自身が成長を自覚し，自分
のよさを認め，これからの自信につながるものと考
えます。
島崎藤村が，「すなおな心」という随筆の中で，「ど
んな人でも自分に持って生まれたもののない人はな
い。それを粗末にしないところから出発することこ
そ，年幼い人たちのつとめではあるまいか。」と述
べていますが，学校生活の中で，子どもたちが自分
のよさを見つけ，自信を持ってそれを伸ばそうとす
ることが何よりも重要だと思っています。

さて，３月２４日（月）
に４名の６年生が，夢と希
望に胸をふくらませ，大泊
小学校を巣立っていきま
す。卒業していく子どもた
ちが，この６年間に本校で
培った力をもとに，第一佐
多中学校でのさらに大きな飛躍を心から願っていま
す。ぜひ，校区の皆様も遠慮無く卒業式会場におい
でいただき，卒業生を祝っていただきますよう，よ
ろしくお願いいたします。
多数のご来場を心よりお待ちしております。

３月の目標
生活目標：１年間のしめくくりをしよう！

：春休みの計画を立てよう！
保健目標：健康について１年間の

反省をしよう！
給食目標：１年間の給食の

反省をしよう！

平成１９年度教研式
ＣＲＴ検査結果について

本年度の各学年の指導の成果がきちんと身
についているかを確かめるために，１月に実
施いたしました。この検査だけでは，測定で
きな多様な学力がついてきていますので，一
つの参考資料として御理解くださいますよう
お願いいたします。
１年生は国語と算数で全国得点率を＋５

点，２年生も同じ２教科で平均＋１０点超，
上回ってよく理解していることがわかりまし
た。また，３年生は国語・社会・算数・理科
の４教科とも平均＋１０点，４年生は平均＋
４点，５年生は平均＋１０点と上回っていま
した。６年生は，国語が全国得点率を越えて
いましたが，残りの３教科は平均－１０点と
十分に理解していないことが分かりました。
現在，さらにどのような問題に誤答が多か

ったかを分析して，授業の中で生かすように
取り組んでいるところです。残り２週間で復
習を徹底し，次の学年でさらに学力を伸ばし
ていけるよう指導いたします。６年生は卒業
しますので，春休みの課題の中にも復習問題
として出題し，十分に見直しができるように
します。御家庭でも１日６０分を目標に，こ
れまでの教科書やテストプリント，ドリル帳
などを再度見直して１年間の復習をきちんと
するよう御指導ください。



３月の主な行事予定
日 曜 行 事 名
１ 土 摺ヶ丘登山（子ども会）
２ 日
３ 月 全校朝会
４ 火 係委員会
５ 水 お別れ遠足 第３回みさき留学制度実施委員会

６ 木 なわとび大会・学級 PTA・P新聞
７ 金 習熟タイム
８ 土
９ 日
10 月 全校集会
11 火
12 水 ALT訪問・習熟タイム
13 木 児童委員会
14 金
15 土 南端まちづくり活動・美化活動
16 日 家庭の日
17 月 健康タイム
18 火 係委員会・卒業式予行
19 水 徳の日・習熟タイム
20 木 春分の日
21 金 卒業式準備
22 土
23 日
24 月 卒業式・留学生お別れ会
25 火 修了式・大掃除・職員会議
26 水
27 木
28 金 辞任式・ PTA・校区合同送別会 19:00
29 土
30 日
31 月

お知らせ

理佐さんの留学まもなく修了！
留学生お別れ茶話会開催

１９年度のみさき留学生としてがんばった３年生
嘉数理佐さんがいよいよ沖縄に帰ります。１年間両
親と離れ，里親の柳川美敏さん宅で生活しながら大
泊小で一生懸命がんばりました。理佐さんにとって
も，また迎えた大泊の子どもたちにとっても忘れら
れない，すばらしい思い出いっぱいの１年間でした。

○日時 ３月２４日（月）１５時～
○場所 ホテル佐多岬
○会費 ５００円
○申し込みは大泊小（２７－３０１０）へ

２０年度の留学生と里親決定！
摺ヶ丘登山頂上からの 平成２０年度は，新４年生に大阪府より田口瑛都

眺めに大感激！ （たぐちえいと）くんが留学して来ます。里親には，
５年ぶりに晴天に恵まれ 日高孝寿さんがなってくださることになりました。

摺ヶ丘の頂上からは，大中

尾の風車～種子島～岬の灯 卒業式にぜひお出でください！
台～竹島～開聞岳と大パノ ○日時 ３月２４日（月）１０時～
ラマが見わたせ，子どもた ○場所 大泊小体育館
ちも大感動いたしました。 ４名の６年生が卒業します。ぜひ，ご来

また，頂上には旧日本軍砲台跡の石垣が残ってい 場いただき祝ってくださいますようよろし
て，貴重な歴史の学習もできました。おにぎりとた くお願いいたします。会場には地域のみな
くあんの弁当が何とも言えないおいしさでした。 さんの席も準備いたします。

家庭教育手帳「イキイキ子育て」p46より
「幸せとは手に入れるものではなく、
すでにこうして生きていることかも。」

幸せとは，家族や友人がいて，空気や水があって，
地球という星が差し出してくれるものに支えられて生
きていること，ともいえます。幸せになるのに必要な
のは，当たり前の生活の中で，すでにある幸せに気づ
き，感謝し，それを味わうことです。
感謝の気持ちから，ものを大切にしてゴミを減らす，

海や山でゴミを捨てない，水や電気を無駄遣いしない，
食べ物を粗末にしないなどを小さいころから習慣づけ
ることが大切です。そうした身の回りの小さなことの
実践が，環境を大切にする心をはぐくみます。

三学期の大泊小の教育診断結果について
○学校経営に関すること

１学校は教育方針を分かりやすく伝えている。 98%
２学校は家庭との連絡を積極的にきめ細かく行っている。 93%
３保護者が連絡したことに学校は適切に対応している。 90%
４学校では子どもに関するプライバシーが守られている。 86%
５学校は保護者や地域の人たちと話をする機会をもっている。 85%
６学校はいじめや暴力のない学校づくりに取り組んでいる。88%
７子どもは学校に行くのを楽しみにし，生き生きしている。86%
８子どもは授業が楽しくて分かりやすいと言っている。 73%
９先生は子どもの能力や努力を適切・公平に評価してくれる。 86%
10先生は子どものことについての相談に適切に応じてくれる。 85%
○あなたとお子さんに関すること

11学校の教育方針や活動内容について理解しようと
努めている。 70%

12学校との意思疎通を積極的にきめ細かく行っている。 68%
13学校が保護者に出す文書・事務連絡などは
よく読んでいる。 85%

14PTA活動には積極的に参加している。 70%
15担任の先生の教育方針について理解している。 78%
16子どもの学校での生活について知っている。 80%
17子どものノートやプリントなどをよく見ている。 70%
18宿題や家庭学習はきちんとやっている。 75%
19子どもは善悪の正しい判断ができる。 80%
20子どもは時と場に応じた正しい言葉遣いができる。 65%
学校経営に関する項目では，8「授業が楽しくて分か

りやすい」が 73%で一番低いでした。全職員で事前研究
や教材の準備，板書や練習問題の内容等が楽しくて分か
りやすいものだったかを反省し，ぜひ今後の授業に生か
します。また，お子さんに関する項目では 12「学校との
意思疎通」と 20「正しい言葉遣い」が低いので，教育相
談の充実や言葉遣いの指導に取り組んで参りたいと思い
ます。御家庭でも御協力くださるようお願いいたします。


