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( 月 日現在)【地域の専門家による主な学習】 １ 20

先日、 年生が税理士さんに税のしくみを６

学ぶ社会科の授業がありました。このように

今年度も専門家や専門機関に学ぶ機会が多く

ありました。

(右表を参照）

専門家や専門

機関での学習は

子どもたちが本

物に触れる大切

な場です。農業

、の学習でいえば

。農作物を手にした農家の方のお話が本物です

その本物に触れた子どもたちは、心に感じた

ことを次々とメモしていきます。

また、地域での学習は、ふるさとを知り、

よさに気づく機会にもなっています。ふるさ

とを語る方から、ふるさとへの思いや子ども

たちへの願いも聞き取っているからです。

本物に触れ、ふるさとを学ぶ学習は、子ど

もたちの学びを深め視野を広げるとともに、

心も耕していると感じています。

雪道の登下校の安全について、ご家庭でも

お話されていることと思います。そして、小

学生が危ないことをしたりルールを守ってい

ない場面を見かけたとき、注意してくださっ

ている方もおられるかと思います。学校でも

折に触れて指導していますが、このように地

域でも、子どもたちを見守っていただいてお もし、登下校の様子でお気づきのことがあ

、 。ります。ありがとうございます。 りましたら 学校までご連絡をお願いします

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

～夢に向かって 笑顔いっぱい みんなでチャレンジ～

地域の専門家に学ぶ

本物に触れて本物に触れて
感じることがいっぱい感じることがいっぱい

■校内に専門家を招いて学ぶ
生活科：ジャンボうさぎの飼育の体験学習[ 年]２
体育科：ダンスによる表現活動[ 年]３
総合学習：バリアフリー体験学習[ 年]４
総合学習：助産師さんに学ぶ命の学習[ 年]４
総合学習：平茸の栽培と販売の体験学習[ 年]５
国語科･図工科：表装を学ぶ体験学習[ 年]６
総合学習：地域の歴史と桜の施肥体験[ 年]６
社会科：租税に関する学習[ 年]６
家庭科：ミシンを使ったエプロンづくり[ 年]６
クラブ：ささら・手踊り[ 年以上]４
体育科：ロックドンパン[全校]
朝の時間：本の読み聞かせ[全校]

■校外に出かけて学ぶ
生活科：公共施設でふれあい体験[ 年]１
生活科：公共施設でふれあい体験[ 年]２
社会科：産業を学ぶ(酒造業･農業など）[ 年]３
社会科：施設を学ぶ(焼却場･浄水場など)[ 年]４
理科：星座の学習(プラネタリウム)[ 年]４
理科：野鳥の観察(県鳥獣保護センター)[ 年]５
総合学習：防災の学習(県防災学習館)[ 年]５
理科：地層の学習(立石地区で見学)[ 年]６
体育科：スキーの学習[全校]

■その他
モンゴルの民族音楽鑑賞[ 年]1・2・3・6
川嶋あいさん講演会[ 年]5・6
劇団四季ミュージカル鑑賞[ 年]６
わらび座ミュージカル鑑賞[全校]
国際教養大留学生との交流学習[全校]

６年生の租税教室より

雪道を安全に登下校雪道を安全に登下校 《《《《雪道雪道雪道雪道のののの登下校登下校登下校登下校でででで心心心心がけることがけることがけることがけること》》》》

◇集団登校では一列になって歩く

◇下校中、雪玉を投げたりして遊ばない

◇雪で見通しの悪い場所では安全を確認する

◇狭い道、車が接近したら道の端で立ち止まる

◇軒下を通行するときは、落雪に気をつける

◇用水路に気をつけ、前をしっかり見て歩く



本校の教育活動に関する保護者アンケート ざした教育を進めている」など、本校が重点

にご協力いただき ありがとうございました をおく教育活動に、深いご理解をいただいて、 。

まずは数値のみの結果をお知らせいたします おります。。

詳細は 月の 全体会で報告いたします 一方、学習や生活における個々の困りごと２ ＰＴＡ 。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ などについては、学校とご家庭の連携を一層

上記の表やグラフから、本校は、至らない 深めていく必要があると感じております。

ことが多くあるにもかかわらず、ご家庭から ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

大きな応援をいただいているものと感じてお この結果と、いただいた意見や感想をしっ

ります。また、｢ 児童は目標に挑戦しあき かりと受け止め、子どもたちの確かな成長に(３)

らめずがんばっている｣｢ 学校は地域に根 つなげていきたいと考えております。(６)

本校の教育活動に関する
保護者アンケートの結果

■実施時期 平成 年 月 日～ 日26 12 10 19
■実施対象 保護者（児童数に応じて配付）

■回答者数 名（回答率 ）202 94.4%

１ お子さんは学校が楽しいと感じているか
とても 楽しい 楽しくない まったく

人数 ７９ １１８ ５ ０
割合 39.1% 58.4% 2.5% 0.0%

２ お子さんは授業が分かりやすいと感じているか
よく 分かる まったく分からない

人数 ５８ １２９ １５ ０
割合 28.7% 63.9% 7.4% 0.0%

３ 児童は目標に挑戦しあきらめず頑張っているか
強く 思う 思わない まったく

人数 ４３ １５６ ３ ０
割合 21.3% 77.2% 1.5% 0.0%

４ 学校は活動を通して思いやりの心を育てているか
強く 思う 思わない まったく

人数 ５３ １４４ ５ ０
割合 26.2% 71.3% 2.5% 0.0%

５ 学校は生徒指導に連携し全体で取り組んでいるか
強く 思う 思わない まったく

人数 ３８ １４８ １６ ０
割合 １8.9% 73.6% 8.0% 0.0%

６ 学校は地域に根ざした教育を進めているか
強く 思う 思わない まったく

人数 ５９ １３８ ５ ０
割合 29.2% 68.3% 2.5% 0.0%

７ お子さんは家庭学習の習慣を身につけているか
よく できる できない まったく

人数 ５２ １２４ ２５ １
割合 25.7% 61.4% 12.4% 0.5%

８ お子さんは早寝早起き朝ごはんを身につけているか
よく できる できない まったく

人数 ５１ １１２ ３７ ２
割合 25.2% 55.4% 18.3% 1.0%
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