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地域の素材や人材を活用した 

社会に開かれた教育活動の推進 
校長 千 葉   保 

 
 １０月２２日（土）学芸会では、多くの保護者・
地域の皆様から、子どもたちへの大きな励ましの
拍手をいただき大変ありがとうございました。 
１年生から６年生まで、それぞれの発達の段階

に応じて、これまで日々の学習で培ってきた力を
発揮できたのではないかと思います。努力したこ
とに対する皆様からいただいた評価・励ましは、
間違いなく、子どもたちの自己肯定感や自尊感情
を育む大きなきっかけになると考えています。 

 
 さて、ご承知の方も多いかと思いますが、全国
のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育
を受けられるようにするため、文部科学省では、
法律等に基づき、各学校で教育課程（カリキュラ
ム）を編成する際の基準を定めており、それを「学
習指導要領」といいます。 
 学習指導要領は約１０年毎に改訂されており、
現在、改訂に向けた準備が進んでおります。小学
校では平成３２年度から新しい学習指導要領が全
面実施となりますが、そのキーワードとして「社
会に開かれた教育課程」の実現が挙げられていま
す。これは、学校の教育活動を学校内だけにとど
めず、社会と連携・共有しながら実現していくこ
とを目指すものです。 
 以前の学校だよりでもお知らせしていますが、
本校では「図書ボランティア」「スタディボランテ
ィア」に多くの皆様から登録いただき、積極的に
活用させていただいているところです。 
今回の学芸会でも、６年生と４年生児童の保護

者である小林暁美さんに３年生の器楽合奏の指導
のご協力をいただきました。お陰様で、３年生は
自信をもって堂々と演奏することができました。 
また、２７日（木）には、室蘭登別たたらの会

（石崎勝男代表）のメンバーの皆様のご協力で、
本校の５年生が鉄作り体験を行いました。これは
鉄の街室蘭が進めている「てついく」の一環でも
あり、専門的な知識や技術がある方の協力なしで
は行えない学習です。 
 当日は、実際に子ど 
もたちの手で砂鉄や炭 
を炉に入れたり、「ふ 
いご」を使って火を起 
こしたりと、実感の伴 
った貴重な体験をさせ 
ていただきました。こ 
れからも続けて行きた 
い活動です。 

校内の組織を活用した取組としましては、学芸
会での挨拶の折にも触れさせていただきましたが、
現在４年生の算数で行っている習熟度別少人数指
導を他の学年にも広げていきたいと考えておりま
す。これは、子どもたちの学力向上のために、フ
リーの教員（校内の人材）を活用した取組と捉え
ているところです。 
 今後も社会に開かれた教育活動の推進に向けて、
保護者や地域の皆様の協力を得ながら、取組を進
めてまいります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校だより 

みなと 

学校教育目標 
かしこく（知） 
つよく（体） 

おおらかに（徳） 

１１月の行事予定 

日 曜 行  事 

1 火 開校記念日 

2 水  

3 木 文化の日 

4 金 午前授業（市教研研究集会のため） 

5 土  

6 日  

7 月 ５時間日課 

8 火 フッ化物洗口 委員会⑩ 

9 水  

10 木 全校朝会④ ＡＬＴ（５年 １－１ １－２） 

11 金 ＡＬＴ（６年 １－３） 

12 土  

13 日  

14 月 ４年レク 

15 火 公開研究会（５時間授業） 

16 水  

17 木 スケート学習（３年） 読み聞かせ（低・中） 

18 金 スケート学習（５年） 

19 土  

20 日  

21 月 
校内作品展（１２月２日まで） 

ＰＴＡ役員会 ＰＴＡ全体委員会 

22 火 フッ化物洗口 スケート学習（６年） 

23 水 勤労感謝の日 

24 木 読み聞かせ（高） 

25 金 
スケート学習（４年） 

避難訓練及び引き渡し訓練 

26 土  

27 日  

28 月  

29 火 参観日（高） 

30 水 参観日（低） 

 

 

 

 

 

室蘭市教育に関する事務の管理 
及び執行の状況の点検及び評価報告 
 

 教育委員会はその権限に属する事務の管理及び執
行の状況について毎年点検及び評価を行い、その結
果に関する報告書を作成し、これを議会に提出する
とともに、公表することが義務付けられています。 
 平成 2７年度の室蘭市教育委員会の点検及び評価
を実施し、その結果を報告書にまとめたものが、室
蘭市のホームページに公表されています。 
 日常の学校教育と大きくかかわるものです。ぜひ
ご覧ください。 

室蘭市ホームページアドレス 
  http://www.city.muroran.lg.jp/ 

 

５年生鉄作り 

http://www.city.muroran.lg.jp/
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全国学力・学習状況調査結果のお知らせ 
４月１９日（火）に実施いたしました「全国学力・学習状

況調査」の調査結果につきまして、本校の分析結果がまとま
りましたので、次のとおりお知らせします。 
なお、本調査は、学力の一面のみを測るものであり、学力

のすべてを評価しているものではございません。その点をご
留意いただきましてご覧いただければと思います。 
１ 調査の概要 
（１）対象児童：小学校第６学年 
（２）教  科：国語科、算数科 
（３）質 問 紙：生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査 
２ 本校の結果と考察調査内容 
（１） 結果 「全国学力・学習状況調査学力分布（全国
平均正答率を０とする）」 

※●は本校の平均正答率の位置です 
※網掛けの箇所は室蘭市の平均正答 

率の位置です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）考察 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時児童引き渡し訓練 
～ご協力をよろしくお願いいたします～ 

 この件につきましては、１０月１９日（水）に保護

者の皆様あてに文書を配布しております。 

 ご承知のとおり、今年も熊本県をはじめとして震災

等による大きな被害が日本各地で起きており、非常変

災時への対応についてしっかりと準備をしておくこと

が求められています。 

 そこで、本校におきましても、非常変災時に実際に

全ての児童の引き渡しが完了するまでの時間や手順等

を確認し、児童を確実に保護者の皆様に引き渡す方法

を確立するため「緊急時児童引き渡し訓練」を実施い

たします。趣旨をご理解いただき、ご協力をよろしく

お願いいたします。 

  
 

 

 

□スクール児童館に登録している児童につきましては、

スクール児童館へ下校となりますので、そちらへの

お迎えをお願いします。（スクール児童館と確認済） 

□実際の非常変災時を想定し、スクールバスの下校便、

スクール児童館の下校バスはストップしています。

自家用車、公共交通機関、徒歩等での引き取りをお

願いいたします。 

※訓練の流れ、引き渡しの手順、引き渡しの経路等に

つきましては、１０月１９日配布の文書でご確認く

ださい。 

※ご不明な点がありましたら、教頭 中川までご一報

ください。 

 

安全な通行へのご協力をお願いします 
 校地内での通行や駐車につきましては、これまでも

安全に十分留意いただいておりますが、特にアリーナ

横駐車場（A 駐車場）を使用して、校地外へ出る際は、

左右の見通しがあまり良くありません。 

確実に一時停止をし、十分に安全を確認してから出

られますようご注意ください。安全な通行への一層の

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
みなと小学校ＨＰアドレス 

http://www.muroran.iburi.ed.jp/~minato/ 
（室蘭市のＨＰからもご覧いただけます） 

【国 語】 
①本校の校内平均正答率（以下、本校平均）は、全国平均正答率と
同程度からやや高い水準にある。 
②内容、領域、観点別にみると、特に全国平均より高い分野として
は書くことの領域で、「書き手の表現の仕方をよりよくするために助
言すること」、「目的や意図に応じて、表やグラフを基に、自分の考
えを書くこと」が優れていた。 
③一方で全国平均より特に低い分野としては、「伝統的な言語文化と
国語の特質に関する事項」の領域で、「平仮名で表記された物をロー
マ字で書くこと」「ローマ字で表記された物を正しく読むこと」が低
い傾向にある。    

【算 数】 
①本校平均は、全国平均正答率と同程度の水準にある。 
②内容、領域、観点別にみると、特に全国平均より高い分野として
は数量関係の領域で、「１を超える割合を百分率で表す場面におい
て，基準量と比較量の関係を理解していること」や、「示された事柄
について，二つの表を基に読み取ることができない事柄を特定する
こと」が優れていた。 
③一方で全国平均より低い分野としては、「量と測定」の領域で、特
に「単位量当たりの大きさを求めること」がやや低い傾向にある。 

【生活習慣・学習環境】 
①全国平均値との差が大きく良好な傾向にある項目 
○生活習慣 
・毎日同じ時間に寝起きをしている。 
・家で自分で計画を立てて授業の予習・復習をしている。 
・友だちとの約束を守っている。    
・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。 
・いじめはどんな理由があってもいけないことだと思う。 
○学習環境 
・授業の最後に学習内容をふり返る活動をよく行っていた。 
・学校の友達との間で話し合う活動をよく行っていた。 
・国語の勉強がよく分かる・好き。   
・算数の勉強がよく分かる・好き 
・国語の授業で目的に応じて資料を読み、自分の考えを話したり、
書いたりしている。 

・国語の授業で文章を読むときに、段落や話のまとまりごとに内容
を理解しながら読んでいる。 

・算数の授業で問題の解き方や考え方が分かるようにノートに書い
ている。 

・算数の授業で、公式や決まりを習うとき、そのわけを理解するよ
うにしている。 

②全国平均値と差が大きく改善が必要な項目 
○生活習慣 
・学校以外で、１日１時間以上勉強をしている。 
・１日当たりのテレビやビデオの視聴が２時間以上 
・１日当たりのゲームの時間が２時間以上 
・自分にはよいところがある ・学校のきまりを守っている 
○学習環境 
・算数の授業で学習したことを、普段の生活の中で活用できないか
考えている。 

日時：平成２８年１１月２５日（金） 

    １４：３０～     
※全児童の引き渡し完了をもって終了となります 

 

確実な一時

停止！左右

確認！ 

http://www.muroran.iburi.ed.jp/

