学校の教育目標「めあてをもって 進んでやりぬく子」
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『 活気あふれる学校 』

12 月 4 日から１０日は人権週間です。
私たちが、社会の中で、人と関わりをもって生きて
いく上で大切な資質が「正しい人権感覚」です。
1948 年 12 月 10 日、第 3 回国際連合総会で『世界
人権宣言』が採択されました。これは、悲劇と破壊を
もたらした第 2 次世界大戦の反省に立って、すべて
の人々が基本的人権を保障されることこそ世界平和
の基礎であるということを明らかにしているもので
す。これを記念して、1950 年の第 5 回国連総会では、
毎年 12 月 10 日を「人権デー」と定め、すべての国連
加盟国に人権尊重の考えを広めるための行事を毎年
実施するように呼びかけています。
その取組を受け、岐阜県では、
「ひびきあい活動」
として、各学校で人権教育の取り組みを継続してい
ます。
東小学校では、今年度の５つの目標に「なかよし」
を掲げ、一年を通して、
「東小ぽかぽか宣言」を大切
にした人権教育の取り組みを継続しています。計画
委員会によるお昼の放送「ちょっといい話コーナー」
や校長からの話では、毎回心がほっとするような温

http://www.ogaki-city.ed.jp/tousyo/

「ぽかぽかのフラワー」 宝箱に入れた仲間のよさ

かい姿が放送されて
います。
さらに 11 月は、
「ひびきあい活動」
の一つである、
『ぽか
ぽか宝箱』による「仲
間のよいことみつ
け」や、各学級で取り組む『東小ぽかぽか学級宣言プ
ロジェクト』などを行っています。それらの取り組み
の成果を、12 月 4 日（火）の「ひびきあい集会」で
発表します。ぜひ、ご参観ください。
私たちは、社会の中で、支え合って生きています。
子どもも大人も、人との関わりの中で、成長していき、
温かい言葉、励ましの言葉にぬくもりや元気を感じ
ながら、寄り添って生きています。
この期間に家庭でも、家族
のよさをお互いに伝え合って
はいかがでしょうか。

東っ子の姿を紹介します
仲間と共に学んだ 研究発表会（11 月 1 日）

地域協働の防災訓練（11 月 10 日）

年一度の研究発表会を行ない
ました。いよいよ来年度にせまっ
た全国社会科研究大会のプレ大
会として、市内外の 180 名を超
える先生方が参観されました。子
どもたちは、自ら課題を見つけ、
主体的に学び、自分の考えを積極的に交流しました。参観され
た先生方からは、意欲的に学ぶ子どもたちの姿に感心した旨の
たくさんの感想をいただきました。その一部を紹介します。
○子どもたちの学ぶ姿勢が素晴らしい。先生や仲間の発言に対
し、自分なりの思いで反応し、
「みんなで学ぼう！！」という
よい雰囲気になっている。
○「資料～から話します。
」
「～さんと似ています。つけたしし
ます。
」と自分の考えた内容を、自分の立場を明らかにして何
度も挙手する姿勢や意欲が素晴らしかった。
○相手意識をもった話し方（
「～ですよね」
「○ページを見てく
ださい。見ましたか？」など）やよい意見だなと思った時の
自然な「あ～」という反応など、仲間の考えを認め合う様子
が多くあり、私自身が学ぶことがたくさんあった。
○まさに主体的な子どもたち。子どもたちがどんどん自分の思
いや考えを口にする。席の近くの仲間と、それが終わると意
図的に移動してさらに交流が進んでいく。子どもたち同士
でのやりとりが位置付いている対話のある授業だった。

各関係団体の皆様の連携に
より、５・６年児童が防災の
様々な活動を行うことができ
ました。ありがとうございま
した。
「実際に大震災を体験され
た方のお話をききました。とて
も怖かったけれど、次にこんな地震が起きたらどうすればよい
か考えることができました。もしもの時に備えてしっかり準備
をしておきたいと思います。
」
（５年児童）

大垣祭りを学ぶ ３年生（11 月 13 日）
3 年生は、
「大垣祭り」につ
いて学んでいます。本町出車山
保存会のみなさんから、から
くりのしくみやお囃子を教え
ていただきました。
「大垣祭りは、八幡神社の守
り神をもてなす祭だと知りま
した。昔から笛や太鼓、やまを使うことで、その祭をにぎやか
にしてみんなが楽しくなるようにしているのだと考えました。
もっと笛が上手に吹けるようになりたいです。
」
（3 年児童）

お知らせとご案内
◇保護者アンケートに協力を！！◇
来年度の教育活動の改善に向けて、準備をしてい

◇ひびきあい集会参観のご案内◇
「東小ぽかぽか宣言」の理解を深

ます。12 月 3 日に保護者のみなさまに、
「学校の教育 め、温かな学校を創り上げるために、
活動及び家庭生活に関するアンケート」を配付しま 人権週間の取り組みを発表する全校
す。子どもたちにも、学校の授業や生活

集会「ひびきあい集会」を行います。

についてのアンケートを実施すると共

【期日】12 月 4 日(火)8:30～9:30

に、教職員も今年度の学校の取り組みを

【内容】
「東小ぽかぽか宣言」の唱和

振り返り、来年度の教育活動の見直しを

「全校ぽかぽかメッセージ」の発表

行います。アンケートのご協力をぜひと

「東小ぽかぽか学級宣言」の成果発表

もお願いします。

保護者の皆様も、参観していただくことができます。

【提出期日】12 月 17 日(月) 担任まで

◇個人懇談◇
13 日～18 日までの個人懇談では、各学年活動室等

8 時 25 分までに体育館にお入りください。

◇薬物乱用防止出前講座：６年生対象◇
6 年生対象に、薬物使用のおそろしさを DVD 視聴や

を待合室とします。暖もとれますので、どうぞご利用 保護司・薬剤師の先生のお話などから学びます。６年
ください。また、落とし物を職員室前に並べます。お 生のみならず、どの学年の保護者様も参加できます。
子さんの物がないか確認をお願いします。
１年 生活科室
４年 図工室
２年 多目的室
５年 ５年学年活動室
３年 第１音楽室
６年 ６年学年活動室

保護者向けの資料も準備していますので、ぜひご参加
ください。
【期日】12 月 22 日(土)10:15～11:00
【場所】体育館

◇かぜやインフルエンザを予防しましょう！◇
◇わが家のふれあいアルバム◇
岐阜県内でもインフルエンザによる学級閉鎖が出
５月に配布しました「わが家のふれあいアルバム」
始めました。インフルエンザやノロウィルスの感染 ですが、最終冬休みに記入していただき、
拡大に気を付けましょう。
「何かおかしい」と感じた 1 月 11 日（金）までに各担任に
提出してください。
ら早めに医療機関の受診をお願いします。
■学校では■
冬休みの課題となります。用紙
・欠席や遅刻の理由を早く把握します。
は、学校で保管してありますの
・早めのマスク着用を呼びかけます。
で、冬休み前に配布します。

・給食や掃除の際は、リナパス消毒します。
・教室の換気を適切に行います。

１２ 月
１ 月
３日(月) おは♥スマ
１日(火) ㈷元旦
４日(火) ひびきあい集会（朝活～１校時）
７日(月) 始業式（14:00 集団下校） おは♥スマ
６日(木) 音楽朝会（５年生発表）
１０日(木) ベルマークの日
７日(金) スクールカウンセラー来校
１４日(月) ㈷成人の日
８日(土) 資源回収
１５日(火) おは♥スマ
１０日(月) ベルマークの日
１８日(金) スクールカウンセラー来校
１３日(木) 個人懇談①(14:10 集団下校）
１９日(土) 土曜授業（11:30 集団下校）
１４日(金) 個人懇談②(14:10 集団下校）
ＰＴＡ実行委員会
１７日(月) おは♥スマ 個人懇談③(14:10 集団下校） ２３日(水) ＰＴＡ家庭教育学級閉講式
１８日(火) 個人懇談④(14:10 集団下校）
２４日(木) 児童集会（大縄記録会）
２０日(木) 全校朝会
２５日(金) 租税教室（６年）
２２日(土) 土曜授業 薬物乱用防止出前講座（６年） ３１日(木) 全校朝会
ＰＴＡ実行委員会
２月の予定
６日(水)中学校１日入学
２３日(日) ㈷天皇誕生日
８日(金)授業参観・学年懇談会
２４日(月) 振替休日
９日(土)資源回収
２５日(火) 大掃除（15:15 集団下校）
１２日(火)小学校１日入学
１６日(土)土曜授業
２６日(水) ２学期終業式（14:00 集団下校）

