
大仙市立中仙小学校 学校報（校長室だより） 第 ２４ 号 平成２６年１０月１日

学習発表会の成果を生かし、 月はみんな 日 曜 おもな行事予定10

で力を合わせて取り組む活動を重視します。 水１

磨き合って パワーアップ 木 どんぱん活動(なべっこ相談会)■ ２

キーワードは「磨き合い 。よさが響き合っ 金 校外学習( 年生活科)」 ３ １

て ぐんぐん伸びる活動を工夫していきます 八乙女学習( 年：桜の施肥活動)、 。 ６

学習面の目標 土 イングリッシュ・キャンプ□ ４

・考える力をパワーアップ 日５

生活面の目標 月□ ６

・あいさつと返事をパワーアップ 火 委員会(児童会)７

(おにぎり持参)□ 活動面の目標 水 八乙女なべっこ遠足８

・かかわりの中で自分のよさを伸ばす 木９

金 前期終業式 就学時健診10

土11

日12

月 体育の日13

右表の予定をご覧ください。 月は地域に 火 秋季休業10 14

関係の深い「八乙女○○」といった学習や行 水 秋季休業 職員会議15

事が多くあります。この機会に、ふるさとへ 木 後期始業式 全校チャレンジテスト16

の関心を高めていきたいと考えています。 金 国際教養大による異文化交流学習17

◆八乙女山をめぐる歴史と自然について学び 土、 18

桜の施肥活動を行う（ 年） 日 大仙市「音とおどりフェスタ」６ 19

◆地層の理科学習を立石地区で行う（ 年） 月 八乙女学習( 年：平茸学習 )６ 20 ５ ①

◆平茸の栽培と販売を体験する（ 年） 校外学習( 年理科：立石の地層)５ ６

◆なべっこ遠足を八乙女公園で実施し、どん 火21

ぱんグループに分かれて楽しむ（全校） 水 八乙女マラソン大会22

◆校庭のコースを走る校内マラソンを八乙女 木 八乙女学習( 年：平茸学習 )23 ５ ②

マラソン大会として開く（全校） 金 代表委員会(児童会)24

大仙市秋の稔りフェアに出演＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 土25 金管バンド部

民俗芸能の祭典に出演県内や地域で期待される活動もあります。 日26 ささらクラブ

★県教委による イングリッシュ・キャンプ 月 校内研究会(社会科)「 」 27

（ 泊 日）に 名が参加します。 火 児童休業日(仙教研秋季研究会)２ ３ ３ 28

★大仙市 音とおどりフェスタ に 名出場 水 市教委等の学校訪問「 」 。１ 29

★金管バンド部が大仙市秋の稔りフェア 木 校内研究会(理科)（大仙 30

に出演演奏。ささらクラブ 金市大曲武道館前） 31

が民俗芸能の祭典 で演舞披露。 （予定は変更になることがあります）（角館駅前）

ふるさと中仙で

学びを拓き 未来を拓き 夢ふくらむ中仙小学校
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★☆★☆★☆★☆ 家庭家庭家庭家庭でででで勉強勉強勉強勉強するするするする習慣習慣習慣習慣 ☆★ ★☆☆★ ★☆☆★ ★☆☆★ ★☆ 子子子子どもがどもがどもがどもが寝寝寝寝るるるる時間時間時間時間 ☆★☆★☆★☆★

多くの子どもたちは、帰宅してから夕食ま 寝る時刻について、以前紹介したように、

での間に家庭学習をしているとのこと。学校 成長ホルモンが多く供給されるのは、夜 時10

では 家庭学習の時間の目安を 学年× 分 からの短い時間帯であり、そのときに深い眠、 「 」10

としています つまり 年生なら × 分 りに入っていることがよいとされています。。 「 」６ ６ 10

で 分を目安にした家庭学習を奨めています 体がどんどん成長する小学生にとって、寝る60 。

何より大切なことは《習慣 。自分から進ん 時刻は大事な問題です。》

で勉強する《習慣》を、小学生の早いうちに

★☆★☆★☆★☆ テレビやゲームのテレビやゲームのテレビやゲームのテレビやゲームの時間時間時間時間 ☆★☆★☆★☆★身につけてほしいものです。これには各家庭

の協力が欠かせません。これからも、家庭学

。習の習慣づくりにご協力をお願いいたします

計画を立てて家庭学習をしている子が多く

います。一方、きちんとした計画を立てなく

ても、苦手な勉強をするなど自分なりに課題

をもって取り組んでいる子もいます。

この調査によると、テレビを見たりゲーム

をしたりする時間が 時間以内という割合が２

相対的に少ないようです。それは裏返せば、

時間以上の割合が多いということです。２

、 、テレビを見る時間が多いのは 家族が多く

家庭学習で、授業の復習をする子がとても テレビがずっとついた状態だからかもしれま

多くいます。その割合は全国に比べても高い せん。各家庭の事情にもよりますが、小学生

ことが分かります。また、授業の予習をする に大事なことは番組を決めて見る習慣。また

子の割合（本校 県 全国 ）も高 ゲームをする時間も、家族で話し合って決め61%、 60%、 41%

、 。く、やはり自分なりに課題をもって取り組ん ていることと思いますので それを守る習慣

でいることが感じられます。 この習慣づくりを大切にしたいものです。

全国学力・学習状況調査の結果から②

家庭生活の時間の使い方

全国学力・学習状況調査で、本校も好ましい成果を
あげています。家庭や地域のご協力のおかげです。

この調査では、正答を問う学力テストと合わせて、
習慣や意識などアンケート調査も実施しています。そ
のアンケート調査からみえる状況を紹介します。

「平日、家で勉強する時間が１時間以上である」(%)

割合は平成 ～ 年度の平均値。【注】 ２４ ２６ 。 。【注】 ２４ ２６ 「 」割合は平成 ～ 年度の平均値 ややそう思う も含む

「平日、テレビやＤＶＤを視聴している時間が２時間以
内である」(%)

。 。【注】 ２４ ２６ 「 」割合は平成 ～ 年度の平均値 ややそう思う も含む

。 。【注】 ２４ ２６ 「 」割合は平成 ～ 年度の平均値 ややそう思う も含む

割合は平成 ～ 年度の平均値。【注】 ２４ ２６

「家で、自分で計画を立てて勉強している」(%)

「家で、学校の授業の復習をしている」(%)

「毎日、同じくらいの時刻に寝ている」(%)

「平日、テレビゲームをしている時間が２時間以内で
ある」(%)

割合は平成 ～ 年度の平均値。【注】 ２４ ２６
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