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きらり輝く作品・芸術の秋

縦割り班で作品鑑賞

「聴く」についてのお話

分田こども園・PTA・地域の方々の展示室

チェンバロの演奏

楽器に触れる体験

寒暖の差が激しさを増すと同時に、紅葉も一層彩りを増してまいりました。
10月22日(日)、恒例の文化祭には、たくさんの方々から御来校いただきありがとうございました。
時間をかけ、心を込めて制作した子どもたちの絵画や工作、クラブ作品等を御覧いただけま
したでしょうか。創意と工夫を凝らした作品、繊細で緻密な作品、88人のそれぞれの表現のよ
さを感じ取っていただけたことと思います。子どもたちの学年やクラブ等の作品ばかりでなく、
分田こども園・PTA・地域の方々の作品室でも、立ち止まり見入ってしまう作品ばかりでした。
また、当日は、PTAバザー(食品・切り花・遊休品販売)も盛況でした。売り上げ金については、
文化祭音楽鑑賞会等で有効に活用させていただきます。
午前中は、音楽鑑賞会と昨年に引き続き緊急時児童引き渡し訓練
を実施しました。音楽鑑賞会では、本の読み聞かせや傾聴講座の主
催、コンサート企画等をされている本間 利枝 様に、テーマ「ここ
ろ と からだ で きく」についてお話をいただきました。子どもた
ちは、
「聞く」から「聴く」へ、静かに注意深くお話に聴き入ってい
ました。そして、ピアノの祖先ともいうチェンバロの楽器を、日本
チェンバロ協会正会員の笠原 恒則 様からアンコール曲を交え９曲
演奏していただきました。初めて見るチェンバロの鍵盤は木製で、
緊急時児童引き渡し訓練
楽器全体が繊細で軽く出来ており、ピアノのようなペダルは無く、
弦をたたくのではなく引っ掻くような操作によって音を奏でる仕組みに驚いていました。演奏後、
楽器を間近に見たり、触れたりと貴重なチェンバロ体験の時間を子どもたちに設けていただきました。
午後は、分田地区芸能祭のトップに、４日後に行われる市小中学校音楽祭で発表する３・４年生
の合奏を演奏させていただきました。絵画・工作・音楽等、心温まるメッセージやたくさんの拍
手をいただき、子どもたちにとって大いに自信を付けた「きらりと輝いた秋」の日となりました。

◆◆◆

１０月の教育活動トピックス

＜10月２日(月)～５日(木)＞ 中学校区一斉あいさつ運動 ＜10月15日(日)＞
第２回の中学校
区一斉あいさつ運
動を行いました。
今回は、手書き文
字の入ったたすき
を掛けて、早朝あ
いさつ運動に、中
学生たちが来て元気
なハイタッチあいさ
つで交流しました。
この間、保護者の方からも御協力をいただきました。
＜10月３日(火)＞

◆◆◆
PTA早朝親子奉仕作業

文化祭の前に、校
舎の窓ふき、側溝の
泥上げ作業をしてい
ただきました。お陰
様で教室は一段と明
るくなり、側溝もき
れいに泥が取り除か
れました。お疲れさ
までした。

＜10月26日(木)＞ 阿賀野市小中学校音楽祭

全校一斉SST

友達に遊びに誘
われたときに、せ
っかく声を掛けて
誘った相手の気持
ちを大切 にしつ
つ、遊びを断らな
ければならなくな
りました。どう断
ればよいか「上
手な断り方」に
ついて学習しました。全校朝会の後、担当の職員が
お話しし、教室で学年毎に断り方によっては、相手が
哀しい気持ちになることを学習しました。

＜10月５日(木)＞

校内マラソン大会

爽やかな秋空の下
で、家族や地域、そ
して、分田こども園
の園児の皆さんから
コースの沿道で「が
んばれ ～！」と大き
な応援の声が響き渡
りました。声援に背
中を 押 され、今年
もたくさんの 新記録が出ま し た。

わくわく朝会や分田地区芸能祭で、全校の仲間や
家族・地域の方々にリハーサルも兼ねて披露してき
た「美女と野獣」の合奏を水原中学校体育館を会場
に発表してきました。鍵盤ハモニカの先は指揮者に
向かい、全員が指揮者をしっかりと見ながら心を一
つに真剣な眼差しで 1000%の力を発揮してきました。

＜１０月２６日(木)＞ ゲストティチャー

６年生は、「さみ
どり会(前：分田地域の夢
を考える会)」の 雪 薫
＜10月14日(土)＞ はざ下ろし・脱穀
先生から 教室に来
先月の学校だよ
ていただきました。
りに紹介した５年
今、社 会問題とな
生の稲刈りとはざ
ってい ること、以
掛け後の作業を、
前の分田地域や学校
天気の具合を見て、
のこと、これから一
急遽土 曜日に行い 層分田を活気と賑わいのある、夢のある地域にしたいこ
まし た。今年の天 と、子どもからお年寄りまで楽しめる地域づくり(持続
日干 しのコシヒカ 可能な地域)について資
リは135.6kgの収穫 料を用意され、お話を
量がありました。 していただきました。
子どもたちは、総合的
★ 日暮れが早まってきました。靴のかかとや鞄、 な学習の時間に「わた
自転車等に「反射テープ」を付けるなどして、お子 したちの夢～分田の未
さんを悲惨な交通事故から守れるように御協力 来～」の探究学習をし
く ださ い 。
ています。

１ ２ 月の 主 な 行 事 予 定
５日(火) 個別懇談会、Web テスト国語
６日(水) 個別懇談会
７日(木） 個別懇談会

８日(金) バイキング給食、Web テスト算数
12日(火) 読み聞かせ(下学年）
20日(水) 給食最終日・４時間・放課
21日(木） 授業３時間・放課
22日(金) 第２学期終業日
23日(土) (祝)天皇誕生日
24日(日)～１月７日(日) 冬季休業日
１月８日(月) (祝)成人の日
９日(火) 第３学期始業日

Ｈ2９年度全国学力・学習状況調査について
今年度４月、６年生を対象に実施された全国学力・学習状況調査結果の状況をお知らせします。
★学力面について
〇

国語では、Ａ問題15問(主として知識)、Ｂ問題９問(主として活用)が出題されました。平均正答
率ではＡ・Ｂ問題とも全国を下回りました。平均正答数で僅かながら全国に及びませんでした。

□

算数では、Ａ問題(主として知識)15 問、Ｂ問題(主として活用)11 問が出題されました。平均
正答数ではＡ問題は全国値を少し上回りました。Ｂ問題は平均正答数で全国値より数問低く、
平均正答率で下回りました。
以下、全国・県との正答率の差に開きが目立った問題です。
〇 国語Ａ問題では、
「手紙の後付けに必要な、日付、署名、宛名のそれぞれの位置を選択する」
、
「ことわざの使
い方の例として適切なものを選択する(三度目の正直)」
「
“外郎売”の一部を音読して気がついたことの説明とし
て適切なものを選択する」
「漢字を書く(参加たいしょう)」
「漢字を書く(箱がおいてあります)」問題でした。

〇 国語Ｂ問題では、「スピーチの練習の様子を記録した動画を見る目的として、適切なものを選
択する」「折り紙のみりょくについて、スピーチメモとグループの話合いで出された意見を基に
書く」問題でした。
□ 算数Ａ問題では、「６＋0.5×２を計算する」「重さ、長さについて任意単位による測定を基
に比較しているものを選ぶ」「示された平行四辺形の面積の、半分の面積である三角形を正し
く選ぶ」問題でした。
□ 算数Ｂ問題では、「カードの差が４の場合の、２けたのひき算の式と答えを書く」「２けたの
ひき算の答えを求めることができるきまりを書く」「示された式の中の数が表す意味を書き、
その数が表のどこに入るかを選ぶ」「与えられた情報から、基準量、比較量、割合の関係を捉
え、
“最大の満月の直径”に近い硬貨を選び、選んだわけを書く」問題において開きが見られました。
また、Ｂ問題では関係付けたり、理由付けたりしながら解く記述式問題での誤答が見られました。
★児童質問回答について
☆特に高い割合であった質問項目
「朝食を毎日食べている」「ものごとを最後までやり遂げて、うれしかったことがある」「難
しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している」「友達と話し合うとき、友達の話や意見を最
後まで聞くことができる」「将来の夢や目標をもっている」「家の人は、授業参観や運動会など
の学校行事に来る」「家で学校の宿題をしている」「学校で友達と会うのは楽しい」「学校で好
きな授業がある」「学級みんなで協力して何かをやり遂げ、うれしかったことがある」「先生は
あなたのよいところを認めてくれていると思う」「先生は授業やテストで間違えたところや、
理解していないところについて、分かるまで教えてくれる」「地域社会などでボランティア活
動に参加したことがある」「学校のきまりを守っている」「友達との約束を守っている」「いじ
め は ど ん な 理 由があってもいけないことだと思う」「人の役に立つ人間になりたい」このほか
18項目の質問では良好な回答でした。「自己有用感」「自他を大切にする」「夢・目標を抱く、
チャレンジ意欲」
「学習意欲」等の面で、児童のプラス評価が高かったことが結果から伺えます。
☆特に低い割合であった質問項目
「学校の授業以外での普段の読書時間」「家庭での授業の予習」「新聞を読んでいますか」の
質問項目で低い結果でした。
学校では、週末や休日の読書を、家庭学習では宿題や音読、自主学習を奨励し取り組んでい
ます。平日での読書活動、新聞から情報を取り入れる部分は全国でも割合が低く、当校におい
ても課題としてあげられます。

「弾道ミサイル発射時(落下時)の対応について」のお知らせ(御協 力)
弾道ミサイルが発射され、日本に飛来・落下する可能性がある場合は、国からの緊急情報を伝える「Ｊ
アラート」を活用して、防災行政無線で特別なサイレン音と共にメッセージを流すほか、緊急速報メー
ル等により緊急情報が知らされます。
学校では、内閣官房国民保護ポータルサイトの資料を基に、９月に各学年で児童に次のように指導し
ました。保護者・地域の方々に、児童の安全確保の御理解と御協力をいただきたく、学校で指導した内
容をお知らせいたします。
１

家庭でＪアラート等の警報を聞いたときの対応として
・家を出ない。または、家の人の指示に従って適切な場所に避難する。
・登校前の場合は、無理にすぐ登校しなくてよいので、身の安全を優先する(安全が確認できる
まで自宅待機)。
＊(家庭連絡が可能な場合は、分田小安心メールの送信・登録されていない家庭へは電話連絡
する。)

２

屋外でＪアラート等の警報を聞いたときの対応として
・登校中は、すぐ近くの建物内に入る(入れてもらう)。物陰に隠れるか、地面に伏せて頭部を守
る(ランドセル等で頭部を守る）。

３

学校でＪアラート等の警報を聞いたときの対応として
①グラウンド等にいる場合、職員は児童を校舎内に避難させ安全を確保する。
②校舎内にいる場合は、机など丈夫なものの下に隠れ頭を守り、身を低くし安全を確保する。
・教室ではドアや窓を閉め、カーテンも閉める。窓から離れて外を見ない。
・職員は、ガス、水道、換気扇を止める。
・教室以外ではドア、壁、窓ガラスから離れて座る(身を低くする）。
＊状況により体育館に全員移動し、事態等を知らせ、注意喚起をする。
③下校時近くの場合は下校を遅らせ、校内で安全確保する。
・分田小安心メールの送信と登録されていない方へ連絡する。
・職員引率による下校（状況に応じて家族への迎えによる引き渡し）。

４

その他
・落ち着いて、確かな情報収集に努める。
・学校職員が出勤前の場合、遅れて出勤することもあり得るため、学校では職員が少ないことも
あることをあらかじめ御承知おきください。
❋まだ、分田小安心メールに登録されていない御家庭は、ぜひ登録に御協力ください。

児童の活躍
★平成29年度第13回「明るい家庭づくり作文コンクール」★
優秀賞 題名「じいちゃんと過ごして分かったこと」 ５年 落合 美野梨 さん
★ 平 成 29年度「ごはんとお米とわたし」作文・図画コンクール★
作文の部入選

題名「おにぎりつくったよ」

★校内マラソン大会★
１・２年

800mの部

３・４年1200mの部

５・６年1500mの部

１年 佐藤 花音 さん

（１位入賞者と大会新記録更新者を紹介します）

１年男子
１年女子
２年男子
２年女子
３年男子
３年女子
４年男子
４年女子
５年男子
５年女子
５年女子
６年男子
６年女子

１位
１位
１位
１位
１位
１位
１位
１位
１位
１位
２位
１位
１位

塚野 太智 さん
佐藤 芽生 さん
山田 拓真 さん
齋藤 里華 さん
長谷川 航大 さん
山内 莉緒 さん
二瓶 希望 さん
松田 莉杏 さん
渡辺 悠生 さん
大滝 真絢 さん
齋藤 里帆 さん
長谷川 侑輝 さん
古日山 繭里 さん

３分58秒
４分00秒・新記録
３分31秒
３分47秒
５分22秒
６分08秒
５分10秒
５分14秒
５分45秒・新記録
６分07秒・新記録
６分10秒・新記録
５分37秒・新記録
６分12秒・新記録

校庭のコスモス

