
 

小中高連合運動会 ～今年も最高の運動会に！～ 
 

校長 横山 優美 

 

子供たちが、一生懸命に練習に励んでいる運動会、その日が間もなくやってきます。学校行事の中でも学校・

家庭・地域が絆を深める、最大級の伝統ある行事です。ぜひご来校いただき、子供たちの頑張りにご声援をお願

いいたします。 

日頃の教育活動の成果発表の場 運動会では、どの学年も全員が短距離走、団体競技、表現・ダンス演技の三種

目を行います。また、紅白リレーや応援団による応援合戦、全員参加種目である玉入れ・南洋おどりも行います。

仲間と共に練習に励み、心と体を鍛え、技を磨いています。私たちも日々の練習の中で、子供たちの確かな成長

を実感しつつ、頑張る子供たちの思いに応えていこうと安全に配慮しながら、小学校・中学校・高等学校で連携

しながら練習に取り組んでします。運動会は運動技能や体力を競い合う場ですから、速く、強く、美しく競技や

演技で結果を出すことも大切ですが、心を合わせて協力すること、友達の競技や演技から学んだり、応援したり

すること、高学年では自分の役割と責任を果たし、準備や運営に携わることを最も大切にしたいと考えています。

それは、運動会が子供たちの日頃の教育活動の成果を発表する場でもあるからです。  

運動会当日には、PTA 役員・保護者の皆様、地域の皆様に場内整備や片付け、競技参加などいろいろな面で支

えていただきますが、子供たちの心に残るすばらしい運動会となりますようご協力のほどよろしくお願い申し上

げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ 

算数少人数担当の志村 佳成江主任教諭が、９月２４日（火）から産休に入ります。それに伴い、 

産休代替教諭として島 幸恵（しま ゆきえ）教諭が算数少人数の授業を担当することになります。 

また、同じく９月２日（月）から産休に入りました事務 片山 理奈に代わり、繁藝 奈津代（し

げき なつよ）が学校事務補助を担当いたします。 

 

行事予定 

１ 火 都民の日 ヨーグルト 17 木  

２ 水 振替休業日（9/14 分） 18 金 母島移動教室事前健診(6 年) 委員会 

３ 木 安全指導 ハンカチチェック 19 土   

４ 金 SNS授業（3･4年2校時、1･2年3校時、5･6年6校時）  SC 20 日 母島移動教室(6 年) 

５ 土 前日登校日（前日準備）4 時間授業 21 月 全校朝会 母島移動教室(6 年) 

６ 日 小中高連合運動会 22 火 即位礼正殿の儀 母島移動教室(6 年) 

７ 月 振替休業日（10/5 分） 23 水 相撲集会 母島移動教室振替休業日(6 年)   

８ 火 振替休業日（10/6 分） 24 木 母島移動教室振替休業日(6 年) 

９ 水 全校朝会 補食（低学年：かぼちゃプリン） 25 金 クラブ                  SC 

10 木 
誕生日集会 補食（高学年：かぼちゃプリン） 

個人面談(始)～25 日(金) 
26 土   

11 金 飲ヨーグルト 避難訓練 クラブ      SC 27 日 母島移動教室予備日 

12 土   28 月 全校朝会 母島移動教室予備日  

13 日   29 火 母島移動教室予備日  

14 月 体育の日 小中高連合運動会予備日 30 水 ゲーム集会 安全指導  

15 火   31 木  

16 水 音楽集会（5 年発表） ヨーグルト 芝スポ    

SC･･･スクールカウンセラー来校日 
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学校公開                      担当 小野里 雅由 

９月１４日（土）に実施した今年度２回目となる学校公開にご来校いただきありがとうございまし

た。また、多数のアンケートのご協力ありがとうございました。アンケートの一部を紹介させていた 

だきます。 
 

・クラスの雰囲気も良く、楽しそうに元気にのびのびと授業する姿が見られました。（多数） 

・授業の準備や資料が工夫されていて、子供たちの理解が深まっていました。（多数） 

・１学期の頃に比べて子供たちの成長が感じられた。良いところを大切に成長してほしいです。（多数） 

・夏休みの自由研究も様々な子供たちの作品が見られて良かったです。（多数） 

・１時間目に親の手伝いがある活動だと参加するのが難しい 

場合があります。２～３時間目だとありがたいです。（２名） 

→考慮して、授業を組むようにします。 

・授業の内容が定着していない子供たちについて、支援や指 

導を工夫することで理解が深まるのではという場面があり 

ました。（６名）→支援員の効果的な活用や校内研究等で指 

導方法を改善していきます。 

展覧会に向けて                   担当 小野里 雅由 

１１月２２日（金）、２３日（土）に展覧会が行われます。今年度の展覧会のテーマは「ワンダー ザ 

シー！ ～ぼうけん！！夢の海～」です。自分たちの中にある素晴らしい表現の海を冒険して、作品

にしてほしいという思いを込めました。 

また、海をテーマにした共同作品を体育館に展示する予定です。個人作品は、一人平面２点、立体

２点を展示します。どの児童も一生懸命に取り組んで 

いて、１０月中旬には完成予定です。そして、２３日 

（土）は５、６年生によるインスタレーション・アー 

ト（場所や空間を生かした作品作り）を予定していま 

す。その日は開場時間を 19:00 まで延長し、夜ならで 

はの展示も企画しています。 

 

 

＜安全目標＞  

履き物の履き替えと置き方に気をつけよう 
 
低学年 
 履き物のかかとを踏まずに履こう 
中学年 
 履き物をしまうときは、かかとをそろえよう 
高学年 
 脱いだ履き物が乱れていたらそろえよう 
  

「履き物をそろえると心もそろう。心がそろ
うと履き物がそろう。脱ぐときにそろえておく
と、履くときに心が乱れない。だれかが乱して
おいたら黙ってそろえておいてあげよう。」み
んなで履き物を整えましょう。 

＜生活目標＞  

友達と仲良くし、協力と思いやりを大切にしよう 
 

低学年 
 やさしい言葉づかいで話そう 
中学年 
 友達と仲良く遊ぼう 
高学年 
 下級生にやさしくしよう 

 
２学期、全学級がとてもよいスタートをきれま

した。運動会の練習では、異学年で応援し合った

り励まし合ったりできました。自分や友達を大切

にし、思いやりの心をもちましょう。 



秋の交通安全                     担当 前田 圭祐 
 

 全国交通安全運動に合わせて、９月２４日（火）から３０日（月） 

までの期間に、６年生の保護者の方にもご協力いただき、交通安全運 

動を実施しました。学校校庭下、宮之浜四つ角、清瀬交差点の三ヶ所 

で、児童の登校を見守り、事故防止に努めました。安全な登下校のた 

め、交通ルールを守り、児童自らも危険を察知できるよう、今後も指 

導を続けていきます。 

 

５年生紹介                      担任 小川 陽介 
 

 男女仲良く、優しく、笑顔あふれる５年生。１学期は、お互いによく学び合うことができました。

小港キャンプでは、友だちの輪が広がり、和が深まりました。２学期は、運動会・展覧会。３学期は、

６年生を送る会、アオウミガメの学習発表会などの大きな行事があります。来年度に向けて、「これか

ら小笠原小学校を私たちがリードする！」という自覚が芽生えてきています。これからの子供たち

の成長に期待してください。今後も「Challenge & Full sail!」をテーマにがんばります！ご協力、

応援をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食中毒対策について                  担当 阿部 大樹 
 

 ｢欠席の理由、本当にいつもの腹痛ですか？その腹痛、軽い食中毒かもしれませんよ！｣ 

小笠原ではあまり食中毒の話題を聞くことはありませんが、気付いていないだけかもしれません。

厚生労働省によると、｢家庭での発生では症状が軽かったり、発症する人が１人や２人のことが多いこ

とから風邪や寝冷えなどと思われがちで、食中毒とは気付かれず、重症化することもある｣とのことで

す。通常、10℃を超えると細菌やウィルス、寄生虫が増殖し、食中毒のリスクが増えていきます。 

小笠原にとって 7～9 月は年間で最も平均気温が高くなります。調理する側の手洗いはもちろんで

すが、調理後しっかり冷ます、保冷剤を活用する等、引き続き食中毒対策にご協力をお願いいたします。 

 

＜お弁当持参者の保冷剤活用状況＞                 ※１学期に調査したもの 

1 年 2 年 3 年 4 年 5 年 6 年 全体 

90% 41% 36% 28% 50% 62% 51% 

 

 

 

 

 
 

 



いよいよ運動会！運動会のみどころ！ 
 

【低学年】                      担当 山﨑・圡橋 

 １年生は、はじめての運動会。小さな体をめいっぱい動かし、リズムに合わせて大きな花火

を表現するダンス。最後まで力強く走る短距離走やバトンパスに挑戦するリレー。１・２・３

年生で協力して競い合う台風の目など 1 年生のたくましい姿がたくさん見られます。大きな声

援をお願いします。 

 ２年生は、１年生と一緒に「夏祭り」を体全体で表現します。１年生のお手本として、毎日

練習に励んできました。今年は、元気に、かっこよく踊ります。１・２年生４９人の花火が校

庭いっぱいに打ち上げられます。最後の夏を楽しんでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学年】                   担当 武村・松丸・前田 

 ３年生は、１学期より練習を重ねてきた南洋踊りを披露します。踊りは保存会の方々に教え

ていただきました。男子の頭飾りは、子供たちで作りました。女子の華やかな衣装にもご注目

ください。 

 ４年生は、高学年の一員として大江戸ダンスを披露します。６年生を中心としたダンスリー

ダーに教えてもらいながら、一生懸命練習しました。また、紅白リレーも高学年の部に参加し

ます。上級生の背中を追いながら頑張ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高学年】                      担当 小川・木村 

令和元年度の運動会は、５年生にとって高学年としての意識を高めていく良い機会となって

います。大江戸ダンス、騎馬戦、紅白リレーでは、４・６年生に声をかけて練習に励む姿が見

られます。練習の成果が発揮できるよう頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。 

６年生は、小学校の最高学年として、大江戸ダンスや紅白リレーで、「和」を大切にして練習

に励んでいます。一人一人が主体的にかつ協力的に取り組み、自分の身体や内面と対話しなが

ら、自分が自分に満足できるような運動会にできるように頑張ります。 

 

 

 

 

 



授業改善推進プランについて              担当 校内研究部 

子供たち一人一人に学びの基礎となる、基礎的・基本的な知識・技能を確実に習 
得させるとともに、学ぶ意欲を高め、学習習慣を身に付けさせ、主体的に学習でき 
る力を培うことが、「確かな学力」を育むために必要です。 
そのためには、教員が子供たち一人一人の学習における習熟度の程度と課題を把 

握するとともに、個に応じた指導方法や教材を開発し、授業改善を行うことが重要 
になります。小笠原村では、国や都が実施する学力調査に加え、村独自の学力調査 
を実施し、それらの結果等を基に授業改善推進プランを作成し、授業改善を行っています。 

例えば、今年度の都の学力調査では、算数において、計算技能を見る問題として「0.5×0.3」が出題
されました。本校の児童の正答率は 10.7％で、本問は、最も正答率の低い問題でした。正答は
「0.15」ですが、誤答を見てみると「1.5」と回答している子供たちが多く見られました。この誤答
は、５×３の計算はできているものの、小数点の位置を間違えたことによるものです。 

小数点以下の数が２つだから、答えが出たら小数点の位置を右に２つ移動させるというような技術的
なことも必要ですが、それと同時に、「１より小さい数をかけると答えは元の数よりも小さくなる」と
いう感覚を身に付けたり、「0.3 をかけるのだから、答えは元の数の半分よりも小さくなりそうだ」と
見積もったりすることによって「1.5」などの誤答を防ぐことができます。 

今後も、学力調査の結果等から学力の定着状況や学習習慣を把握し、補充的な学習などきめ細やかな
個に応じた指導を行い、子供たちがつまずきやすい内容をはじめ、基礎的・基本的な知識・技能の確実
な定着を図り、分かる喜びを実感できる学校づくりを推進します。 

 

１ 学力調査の概要 

 村 都 国 
時期 ４月 ７月 ４月 
対象学

年 
２～６年 ５年 ６年 

教科等 

国語・算数 
理科(４～６年)・社会(４

～６年) 

国語・算数 
理科・社会 国語・算数 

学習・生活に関する意識
調査 

(３～６年) 

学習・生活に関する意識
調査 

学習・生活に関する意識
調査 

 

２ 学力調査結果 

（１）村学力調査結果 

教科全体の平均正答率（％）について  ※（ ）内は、全国の平均正答率との差 

 国語 算数 社会 理科 
２年 79.6（－0.7） 84.1（－0.7） － － 
３年 71.9（－1.8） 73.0（－1.5） － － 
４年 69.1（＋1.0） 77.8（＋3.2） 73.2（＋8.7） 72.2（＋7.5） 

５年 73.6（－0.2） 65.8（－1.5） 57.9（＋1.0） 69.8（＋1.0） 

６年 64.0（－6.2） 51.5（－12.3） 58.4（－6.9） 56.4（－3.5） 

（２）都学力調査結果 

教科全体の平均正答率（％）について  ※（ ）内は、都の平均正答率との差 

 国語 算数 社会 理科 
５年 65.9（－1.7） 56.2（－3.9） 66.1（－0.6） 58.5（＋1.7） 

（３）国学力調査結果 

教科全体の平均正答率（％）について  ※（ ）内は、都、国の平均正答率との差 

 国語 算数 社会 理科 
６年 54.0 

（－11.0、－9.8） 
60.0 

（－10.0、－6.6） 
－ － 

    

 

※授業改善プランの詳細につきましては、ホームページをご覧ください。 


