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学校職員と子供による１学期の学校評価の成果のあったものと課題について掲載しました。この評価結果を大事に
しながら，２学期に向けて改善を図っていきたいと思います。

《２学期の重点》

基礎･基本の定着に加えて、思考力、判断力、表現力を高める
授業への転換を一層図る必要がある。
２学期は、学力分析の結果を生かして補充できる単元の共通実

践と共通実践事項として「授業を創る7つの柱と10の実践」を意
識しながら，確実に授業を改善していくことに取り組む。

【授業を創る７つの柱と１０の実践】
○ 補充できる単元・領域の共通実践
〇 考えさせる，定着させる(教師がしゃべりすぎない)授業
・ 子供が十分に考え，活動する時間の確保
・ 振り返りの時間の確保・充実
・ 単元末，宿題等での全国学テ・鹿児島定着度調査問題等の活用

【特別支援教育】 ○ 保護者や地域への啓発

学習や行事等を通して達成感や自己有用感を味わわせるととも
に，学校生活の中で基本的な生活様式が身に付けられるように，
教児一体となって取り組み、落ち着いた生活ができるようにする。

【積極的な生徒指導】
○ 報告･連絡･相談、適切な初期対応、組織的な対応
・ 生徒指導委員会の報告による共通理解

○ ｢いじめについて考える日｣等による早期発見･早期対応
【「５あ活動」を「５あ自慢」に】
○ あつまり，あるきかた，あとしまつの徹底

【人権同和教育】
○ 人権同和教育の視点に立った授業づくり，環境づくり

【道徳教育】〇 考え，議論する道徳の研究実践
【読書指導】〇 読書に親しむ習慣化への手立て

整った環境（教室，廊下，花壇，掲示板，トイレ，水飲み場
等）の中で，進んで体力つくりに取り組むとともに，安全で健康
な生活を送ろうとする態度や実践力を身に付けるようにする。

【体力つくり】
○ 体力テストの結果を生かした体力つくり
・「ヒガタニサスケ」の取組 ・「かごしまチャレンジ」の活用

【保護者と取り組む安心・安全・健康】
〇 ネット，ゲーム依存傾向への具体的な対応
○ ヘルメット着用 ○ 登下校の安全指導・歩育５００ｍ
○ むし歯の治療率の向上

２学期の充実のために

今年は，創立50周年の節目の年であり，２学期は運動

会や創立記念式典，鹿児島交響楽団コンサート，そして

高学年では宿泊学習，修学旅行等，いろいろな行事が計
画され，体験をとおして多くのことを学ぶことができる

学期です。

子供たちが，自分の持っている力を発揮し，お互いの

よさを認め合い，高め合うことができるよう，これから

も，保護者や地域の方々のご理解とご協力をいただいて，
充実した２学期にしたいと思います。

１ 学校評価から
教師による評価 平均等

・ 児童の健康状況の把握 ○77.5
・ 手洗い，うがい，歯磨き，う歯治療等の健康･生活習慣の徹底 ▲67.5
・ 体力の実態把握に基づく授業改善 ▲65.0
・ 自ら運動に取り組む指導の改善 ▲62.5
・ 一校一運動「ヒガタニサスケ」（固定運動施設の活用） ▲60.0
・ 危険予知能力の育成 ▲62.5

子供による評価
・ 交通ルールを守り、決まった通学路を安全に登下校 ○95.0
・ 歯磨きや手洗い、うがい ○86.8
・ 廊下は静かに右側通行 ▲79.0
２ 体力テスト(全国比)

男子 女子
３年 ▲長座体前屈 ▲握力，立ち幅跳び
４年 ▲握力，長座体前屈，立ち幅跳び ▲握力,長座体前屈,立ち幅跳び
５年 〇長座体前屈 ▲反復横跳び， ▲握力,上体起こし,反復横跳び

20ｍｼｬﾄﾙﾗﾝ， 50m走 20mｼｬﾄﾙﾗﾝ,立ち幅跳び,ｿﾌﾄ
ﾎﾞｰﾙ投げ

６年 ▲握力,上体起こし,長座体前屈, 〇50m走 ▲握力，上体起こ
反復横跳び,20ｍｼｬﾄﾙﾗﾝ,50m走 し,長座体前屈，反復横跳
立ち幅跳び,ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投げ び，立ち幅跳び

改善が ５年：握力 長座体前屈 ５年：長座体前屈
見られ 立ち幅跳び ６年：上体起こし 50m走
た項目 ６年：上体起こし 20ｍｼｬﾄﾙﾗﾝ
３ 虫歯の治療状況(6月)

むし歯のある児童 治療が済んだ児童 むし歯のない児童
H29 251人（31.5％） 239人（29.9％） 308人（38.6％)
H30 212人（26.8％） 244人（30.8％） 335人（42,4％)

４ 徒歩通学状況(5月)
H29 H30

自宅から学校まで歩いてきた ９３.８％ ８９.７％
５ ヘルメットの着用状況

所持率 着用率
H29 ８４.３％ ８３．６％
H30 ８９.７％ ９６．３％

体

１ 学校評価から
教師による評価 評定

・ 授業時数の確保（質・量ともに） ▲75.0
・ 学習のめあてを黒板に明示した授業 ○77.5
・ 基礎的・基本的な知識・技能の習得を図る授業 ▲72.5
・ 基本的な学習のしつけの徹底 ▲67.5
・ 知識・技能の活用，じっくり考え，考えを表現する授業 ▲67.5
（教師のしゃべりすぎの授業になっていないか。）
・ ペアやグループ，全体など練り上げる場の充実 ▲70.0
・ 学力検査結果を生かした授業改善･個別指導の工夫 ▲60.0
・ 校内支援体制の整備充実 ○77.5
・ 特別支援教育の児童・保護者･地域への啓発 ▲67.5
・ 授業の改善（個に応じた指導の工夫） ▲72.5

子供による評価
・ 学校の勉強は分かる。 ○86.3
・ 人の話を最後まで聞く。 ○86.8
・ 自分の考えを発表する。 ▲76.5
・ 学習用具を忘れずそろえる。 ▲78.3

２ 標準学力検査(ＮＲＴ)
学 年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 全校

全国を100とすると 106.4 99.6 95.2 106.2 103.2 102

知

１ 学校評価から

教師による評価 平均等

・ 全教育活動を通した道徳性の涵養 ▲72.5

・ 道徳の授業を年間計画どおり実施 ○80.0

・ 「考え，議論する道徳」を意識した授業実践 ▲62.5

・ 「５あ活動」の学年に応じた具体的な取組 ▲72.5

・ ｢いじめについて考える日」や人権旬間等の実施 ○80.0

・ 人権同和教育に関する研修による教職員の資質向上 ○77.5

・ 人権同和教育の視点に立った言語環境や設営，物的環境 ▲72.5

・ 人権教育に関わる家庭・地域への広報及び連携 ▲72.5

・ 読書活動の充実，読書量の確保 ▲72.9

子供による評価

・ 先生やお客さん、地域の人に進んで明るいあいさつ ○89.8

・ トイレのスリッパをきちんと並べる ○90.0

・ 友達と仲良く学習や遊び 〇93.5

・ 進んで図書室の本を読書 ▲78.8

２ 図書室の貸出冊数

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 全体

目標 100冊 100冊 80冊 80冊 70冊 70冊

貸出総冊数 6543 7043 3517 3515 3340 4360 28748

平均読書冊数 51.9 49.6 26.4 29.3 25.7 30.3 36.3

徳



日曜参観で講演をしていただいた増田先
生の調査や全国学力・学習状況調査の結果
から本校の子供たちの様子を見ると，次の

ような状況が分かりました。

・ 22時以降に寝る子供，朝だるく起き上がれない子供，インターネ
ット・ゲーム障害の疑いのある子供の割合が鹿児島市の平均を大き
く上回っている。

・ ネット・ゲーム依存が疑われる割合が全国の値より非常に高い。
・ 放課後に家でテレビやビデオ，ＤＶＤを見たり，ゲームをした
り，インターネットをしたりしている子供の割合は75％，週末では
84％と高い。

そのような中，ゲーム障害が病気と認定されたと報道がありました。
具体的な症状は「ゲームの時間やプレー環境をコントロールできな

い」「日々の生活でゲームを最優先する」「対人関係などで問題が起き
てもゲームを続ける」「個人や家族、社会、学習などに重大な問題が生
じる」などです。こうした症状が12カ月続くと「病気」とされる見通し
です。ただし、12カ月よりもっと早い段階でゲームに依存するという専
門家の声もあります。

未成年の患者が多いのは脳にも関係があります。発達段階にある子供
の脳は本能が強く、「危ない」という考えよりも好奇心が勝る傾向があ
ります。ゲームの刺激を受けやすく、時間をコントロールすることが難
しくなります。依存すると、前頭前野が司る「理性の脳」の働きが低下
し、さらにゲームに没頭する悪循環が起きます。

「インターネットゲーム障害」の診断基準

１ ゲームをしていない時でも、ゲームのことばかり考えてしまう。
２ ゲームができないときに、イライラやソワソワしてしまう。
３ ゲームをする時間がどんどん増えている。
４ ゲーム時間を減らす必要を感じ、そしてそれでも減らせなかった。
５ ゲーム以外の趣味や娯楽が楽しくなくなってきた。
６ 生活・社会的に問題があり、そうだと分かっていても、ゲームを続けてしまう。
７ 家族などに対して、ゲームの使用時間についてウソをついたことがある。
８ ネガティブな気分を解消するために、ゲームをしたことがある。
９ ゲームをすることで、大事な人間関係・仕事・勉強などがおろそかになっ
たことがある。
(【マンガ】で分かるネット・スマホ依存症｢ゲーム依存症のチェックテスト｣から)

これが5つ以上ＹＥＳになると要注意です。
｢ゲーム障害にならないために｣
専門家は「ゲームは悪いことではない」と断言します。ただし、ゲー
ムに依存する可能性があると知った上で、きちんとルールをつくること
が大切だと訴えます。
「遊びすぎ」か「依存」か見極めるのは難しいといいます。専門家に

よると、いらだちや焦り、睡眠障害、トイレや入浴をなおざりにするな
ど健康面の問題、成績の低下やゲームのし過ぎへの注意に暴言を吐くな
どの家庭や社会での問題がはっきりと出ていると赤信号です。
「やってはいけない時間やプレー時間の上限を作ることが大切。ゲー

ムばかりするようになったら、日々失っているものを考え、医療機関の
受診もためらわないで。自分を大切にしてください。

記事の一部は朝日新聞社の提供です。

学校と保護者が知恵を出し合って，具体的な手立てを考え，取組を始
めなければならない時期に来ています。

ゲームのやりすぎは「病気」
「ゲームがやめられない」
そんな状態が長く続くと，病気にかかってしまうかもしれません。
国連の組織のひとつ、世界保健機構(ＷＨＯ)が，オンラインゲーム

やテレビゲームにのめりこむ状態を「ゲーム障害」という新たな病気
と認めました。
食べる，寝るといった日常生活を忘れ，健康をくずすなど，問題が

起きてもゲームを続ける。このような状態が１年以上続いたら、「ゲ
ーム障害」の可能性があります。
患者の多くが若者といわれ，小・中学生でもかかります。韓国では，

８６時間ほとんど眠らずにゲームをし続けた若者が死んでしまうな
ど，世界各地で問題になっています。
ゲームはほどほどに楽しむのがよさそうですね。

(8月10日 南日本新聞 オセモコから）

子供たちが危ない

がんばって，できるようになったこと

１年〇組 〇〇〇 〇〇
わたしは，１ねんせいになるとき，とてもうれしいきもちでいっぱ

いでした。でも，ふあんときんちょうで，ドキドキするきもちもあり
ました。わたしのそつえんしたほいくえんのおともだちは，ひとりも
いません。だから，おともだちができるか，とてもしんぱいでした。
おべんきょうも，しっかりできるかしんぱいでした。
でも１ねん１くみのおともだちは，みんなやさしくて，すぐになか

よくなれました。がっこうへいくみちも，さいしょは，なれなくてき
ついでしたが，ちかくにおともだちがいるとわかって，いっしょにい
くようになると，いまは，へいきにあるけます。
おべんきょうも，せんせいのはなしや，おともだちのはっぴょうを，

しっかりきいているとよくわかります。こくごは，ひらがなをよんだ
り，かいたりしてがんばりました。じがよめると，うれしくて，ほん
をたくさんよみました。もう，としょしつで，かりたほんは６０さつ
をこえました。
さんすうは，たしざん・ひきざんをがんばりました。おんどくかあ

どについている，さんすうすいすいのけいさんを，まいにちれんしゅ
うしました。だから，けいさんが，とてもはやくできるようになりま
した。
これからも，もっともっと，いろんなことができるようになって，

じしんがつくといいな，とおもいました。

１学期の思い出
４年〇組 〇〇 〇〇

１学期の思い出が，私は３つあります。
１つ目は，クラスがえです。私は何組になるか，すごくドキドキし

ていました。まず，１組から見てみたら，もう自分の名前があったの
で，びっくりしました。教室に入ると，静かだったので不安になりま
した。でも，今ではみんなと友達になってなかよく楽しく過ごしてい
ます。
２つ目は，けんばんテストがはじまったことです。これまで全くや

ったことがなかったので，少しきんちょうしました。それでも私は自
分でできる限りのことを一生懸命しました。だから，私はすごくやり
とげた気持ちでいっぱいでした。
３つ目は，プールで25メートル泳げたことです。私は３年生で息つ

ぎができなかったので，25メートルも泳ぐことができませんでした。
そこで，４年生では息つぎにせんねんしました。最初は顔を横にあげ
ることができたけれど，だんだん，だんだん前にあがってしまいます。
それを直そうと，何度も練習しました。今では息つぎの仕方も分かり，
25メートル泳げるようになりました。私はその時なにごともあきらめ
ずに少しずつ練習すれば，できるようになるんだなと思いました。
この３つの思い出は，私に友達の大切さ，努力することの大切さ，

あきらめないことの大切さを教えてくれた気がします。

２学期に向けて

【９月の行事予定】

６日(木) 授業参観，学級ＰＴＡ(1・3・5年,特別支援学級)

７日(金) 授業参観，学級ＰＴＡ(2・4・6年)
８日(土) 土曜授業 １１日(火) 防犯教室

２６日(水) 運動会予行練習
２７日(木) 運動会会場づくり
３０日(日) 秋季大運動会

８月２６日（日）にＰＴＡ愛校作業がありました。朝６時半に
集合し，ＰＴＡ会長・学校長の挨拶の後，早速，側溝の泥あげや
校舎周辺・学校農園の草取り，剪定した枝運び，通学路階段の草
刈り，トイレ清掃など，それぞれ割り振られた場所をきれいにし
ていただきました。
今年は５０周年を迎えるということもあり，遊具等のペンキ塗

りをヒガタニピース（親父の
会）の皆さんを中心に行って
いただきました。また，トラ
ックを３台お借りできたおか
げで，作業の効率が上がり，
予定していた作業を終えるこ
とができました。日頃，子供
たちの掃除では，不十分な場
所を，２学期を迎えるにあた
り，保護者の方々にきれいに
していただきありがとうござ
いました。

愛校作業へのご協力ありがとうございました

９月３日の始業式で，地域での
あいさつがよくできている，とい
う話をしました。また，課題とし
て，トイレのスリッパの並べ方が
もう一歩，という話もしました。
トイレや床など夏休みにきれいに
なったところもあります。２学期は，次に使う人のことを考えて
学校のものを大事に使うことをみんなで約束しました。

２学期始業式での約束


