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明けましておめでとうございます。
みなさんが，元気に登校してくれてとてもうれしいです。

冬休み中に交通事故などの連絡もなくほっとしています。
始業式の朝，元気よくあいさつをしてくれた子供も多く，と

ても気持ちのよい３学期のスタートになりました。子供たちの
元気なあいさつは，頑張るぞという気持ちにさせてくれます。
今年は亥（イノシシ）年です。６年生が亥生まれです。
猪（イノシシ）は，昔から山の神様の化身で，勇猛果敢で

強い者にこびることなく，難しいことに
チャレンジしたり，幸運をもたらしたり
する生き物といわれています。
猪のように，目標に向かって，力強く，

前進していく年にしたいと思います。
さて，３学期は，わずか２ヶ月半ぐらいの短い学期です。

皆さんが登校するのは，５２日です。この短い３学期をどの
ように過ごしていけばいいか，考えてみました。
３学期はまとめの学期。１年間の締めくくりの学期です。

でもイメージとしてこれで終わりというイメージを受けませ
んか。
そう考えるのではなく，３学期は「０学期」と考えたいと

思います。０は物事の始まりを表します。０からスタートし
て１，２，３，と続いていきます。
例えば，１年生は２年生になり，準備をする学期と考えた

らどうでしょうか。２年生が，２学期に，生活科で遊びのコ
ーナーをつくって，１年生を招待して一緒に楽しく遊んでく
れました。その時，１年生は，２年生がすごくやさしく，し
っかりしたお兄さん，お姉さんに見えませんでしたか。早く
自分たちも２年生になって，新しく入学する１年生のお世話
をしたいと思ったでしょう。
そんな２年生になれるように，１年生のお勉強をしっかり

して，２年生になる準備をする学期にしたいと思います。
今１年生のことを例にとりましたが，２年生は３年生で社

会や理科，英語の新しいお勉強が始まります。その勉強がし
っかりできるように発表や勉強の仕方を身につけたりするこ
とが大事です。だから２年生の３学期は，３年生０学期と言
えます。
３年生は，４年生になるとクラブ活動を経験したり､学習

する内容も時間も増えてきます。その心構えをつくるための
３年生の３学期は，４年生０学期。
４年生は，高学年として委員会活動や学校行事のリーダー

として活躍するための５年生０学期。
５年生はいよいよ最高学年になるために，学校行事や委員

会活動，児童会の進め方など，６年生のリーダーとしてのが
んばりやすばらしさ，東谷山小学校の伝統を受け継ぐ６年生
０学期です。
６年生は，小学校で学んだことをしっかり身につけて，５

年生に学校行事や委員会活動などを引き継いで，中学校での
学習や生活の心構えをつくって，進学の準備をする学期です。
６年生の３学期は中学校０学期です。
そういうふうに考えると，１年生から５年生は次の学年へ

の，６年生は中学校への準備がすでに始まっているというこ
とです。
３学期はまとめの学期。そして，３学期は０学期。次の学

年になるための第一歩です。
そして忘れてはいけないことは，今の学年での生活が楽し

く過ごせるのは，大切なクラスメートのおかげ。つらいこと
も楽しいことも一緒に乗り越えてきた友達がいたからです。
今の学年で教えてもらったことや学んだことをしっかりと

身につけて，友達を大事にしながら，明るく，楽しく，元気
に，みなさんがキラリ輝くように，残り少ない日数を，一日
一日大切にして，がんばる３学期，次の学年への０学期にし
たいものです。

３学期は０学期 ～３学期のスタートにあたって～

１年２組 〇〇 〇〇
きょうから，いよいよ３がっきがはじまります。ぼくはふゆ

やすみに２がっきのじぶんをふりかえって，３がっきがんばる
ことを３つきめました。
１つ目は，さんすうのけいさんをはやくすることです。２が

っきは，たしざんとひきざんをまちがえてしまうことがおおか
ったので，いっぱいれんしゅうして，早くできるようになりた
いです。
２つ目は，みんなとなかよくすることです。２がっきは，あ

そんでいるときに，おともだちとけんかをしてしまうことがあ
りました。３がっきは，おともだちのいいところをたくさん見
つけたり，おともだちのはなしをよくきいたりして，たのしく
あそびたいです。
３つ目は，じぶんでできることをふやすことです。２がっき

は，お手つだいをがんばりました。おさらをあらったり，せん
たくたたみをしたりして，おかあさんにほめられました。おか
あさんに，
「つぎは，じぶんであ
さ，おきられるようにな
るといいね。」
といわれたので，３がっ
きはじぶんでおきられる
ようにがんばりたいで
す。
かっこいい２ねんせい

になれるように，３つの
ことをもくひょうにがん
ばりたいです。

４年２組 〇〇 〇〇
私は，冬休みに３学期の目標やがんばりたいことを４つ決め

ました。
１つ目は読書です。しょう来，動物に関わる仕事をしたいの

で，動物の本をたくさん読みたいです。３ヶ月で３０冊以上を
目指します。
２つ目は，社会です。私は社会が苦手です。特に，都道府県

名がなかなか覚えられません。４年生が終わるまでに，全部漢
字で書けるようにがんばります。
３つ目は姿勢です。学習中に，つい目が近くなってしまうこ

とがあります。家でも，母に時々注意されます。注意されなく
ても姿勢がよくなるように，自分で心がけていきたいです。
４つ目は，５年生への準備です。私たち４年生は，もう少し

で５年生になります。５年生になると委員会活動が始まります。
給食時間や休み時間，行事の時などにお兄さんお姉さんたちが
活動しているところをよく見かけます。私は，委員会のことが
ぜんぜん分からなくて，むずかしそうだなと思います。お兄さ
んお姉さんのように，てきぱきと活動するためにどんなことに
気を付けて活動しているのか，たくさん見てみたいです。
３学期は，１年のうち

で一番短い学期です。４
年２組はみんな仲がよく
て大好きなクラスです。
５年生になるとクラスが
はなれてしまう友達もい
ます。短い学期だけど，
りっぱな５年生になれる
ように，みんなといっし
ょにがんばりたいです。

３学期の目標・がんばりたいこと



１２月に｢保護者による学校及び家庭の実態調査｣にご協力い

ただきありがとうございました。その結果をお知らせいたしま

す。

この結果については，全職員で確認し，３学期の教育活動に

生かしていくことを確認しました。

１ 学校教育

１ 保護者や地域の願い等に十分応えた教育活動 ８５

２ 地域の自然や文化，人材を生かした教育活動 ８０

３ 分かりやすい授業 ８５

４ そうじや整理整頓が行き届いた教育環境 ８６

５ 児童の安全や事故防止 ８５

６ 家庭とのきめ細かな連絡 ８７

２ 子供の様子

１ 学習内容のよく理解している ７９

２ 家庭での勉強を進んでがんばっている ７４

３ 朝食を食べて登校している ９５

４ 家で本を熱心に読んでいる ６７

５ 家庭や地域の人に挨拶をしている ７８

６ 友達を大切に，わけへだてなく仲よくしている ８１

７ 家庭で任された仕事を進んで取り組んでいる ７３

８ 交通や登下校のきまりを守っている。 ８２

９ 進んで運動し，体力つくりに取り組んでいる ７９

10 あいご会活動や地域行事に参加している。 ７３

１ 学校教育については，地域の自然や文化，人材の活用が低

い結果でした。実際の人材活用の状況は表の通りです。

★ 学校支援ボランティアの活用状況

Ｈ28．12月 Ｈ29．12月 Ｈ30．12月

事業数 ２６ ３６ ３８

人 数 １０７人 １２１人 １９２人

年々，授業の中で地域の方々に支援をいただく機会が増え

てきています。読み聞かせや動くおもちゃづくり，習字やミ

シン，昔遊びや調理，樹木の名札書きなど，多くの学習に関

わっていただきました。

２ 子供の生活の状況については，朝食をとる，友達と仲よく

する，交通や登下校の決まりを守ることはおおむね良好でし

た。一方，家庭での読書，手伝い，地域行事への参加，家庭

学習に課題があります。

(1) 人は，寝る，食べる，排泄ができないと生きていけませ

ん。｢早ね，早起き，朝ごはん」に象徴されるように，子

どもの時に，基本的な生活習慣をきちんと身に付けること

が大事です。

ゲームやインターネットなどにかかる時間が多くなると，

学習や読書の時間にしわ寄せが来たり，夜遅くまで起きて

生活リズムが崩れたりしてしまいます。

(2) ぜひ町内会やあいご会に加入していただきたいと思いま

す。あいご会加入や地域行事への参加は，地域の方々に我

が子を知ってもらい見守っていただくとともに，子供にと

っては社会性を学ぶ大切な機会です。地域デビューの機会

です。災害が起きたら，助け合うのは地域です。やはり，

地域は顔と名前が分かるところにしたいものです。

(3) 現在の一人当たりの平均読書冊数は84冊，目標冊数を越

えた児童の割合は，35％です。すごいことに６年生は５年

生の時より，読書量が増えています。しっかりと読書の習

慣がついている子供が多いことが分かります。

毎月２３日は「読書の日」です。テレビを消して，親子

で読書をしたり，子供に読み聞かせをしたりして読書に親

しむ機会を家族ぐるみでつくりましょう。

今回の調査では，多くのご意見もいただきましたので，機会

をとらえて紹介をしていきたいと思います。３学期が充実した

ものになるようよろしくお願いいたします。

学校アンケートへのご協力
ありがとうございました。

【２月の行事予定】

１日(金) いじめについて考える日
４日(月)～１５日(金) 校内人権旬間
９日(土) 土曜授業

１３日(水) スクールゾーン委員会，地域ＰＴＡ
１４日(木) 新１年生体験入学・入学説明会
２１日(木) 授業参観，学級ＰＴＡ

(下学年，ひまわり，たんぽぽ，
あさがお，こすもす，なのはな)

２２日(金) 授業参観，学級ＰＴＡ(上学年)
２８日(木) ６年生を送る会，お別れ遠足

１月１９日（土）に，あいご会とＰＴＡ主催のたこあげ大会
がありました。今年は天気もよく，暖かい中でのたこあげにな
りました。風がほどよくあり，子供たちは元気いっぱい走り回
ってたこをあげていました。中にはたこがいうことをきかず，
木に引っかかるたこもありましたが，参加者全員が楽しい時間
を過ごすことができました。その後，ＰＴＡやあいご会の方か
ら参加者全員にぜんざいがふるまわれました。平成最後のたこ
あげ大会，新春の思い出に残るイベントとなりました。

高く飛んだよ！たこあげ大会

１０日(木)～１１日(金)に校内書き初め大会を実施しました。
これは，学年ごとに全児童が一堂に会して書き初めに取り組む
ことにより，新年の決意を持って頑張ろうという意欲を高める
ことをねらいとしてい
ます。
３年生以上は，体育

館にて毛筆に取り組
み，手本をもとに集中
して一生懸命作品を仕
上げていました。
特に３年生は，学校

支援ボランティアの方
に教えてもらいなが
ら，丁寧に書いていま
した。

気持ちを込めて，校内書き初め大会

１月１６日（水）に，６年生が楽しみにしていたお別れバ
イキング給食がありました。フライドチキンや春巻きなど豪
華なおかずにシュークリームやたい焼きのデザートまでつい
て，自分の食べられる量を考えながら皿に取って食べ，おか
わりもたくさんできたよ
うです。お世話になった
先生方も参加して，楽し
い会話と一緒に楽しい時
間を過ごすことができま
した。
卒業まであと２ヶ月た

らずとなりました。６年
生にとって，小学校のよ
い思い出となったことで
しょう。

小学校の思い出 バイキング給食


