
 

 

 

 

 

             

「学び合う教室」を目指して（その１） 

 

学ぶ営みは一人ではじめて、一人に戻っていく。 

はじめた自分と戻っていく自分との間に、 

たくさんの人が入れば入るほど、 

学んだものは高くなり深くなる。 

 

 これは詩人、むのたけじさんの詩です。 

 今、原小学校が目指している授業のスタイルに近い

と思い、ご紹介しました。 

 

 子どもたちが学ぶとき、まず自分で考えます。考えても考えても分からないとき、

どうしているでしょうか。友達に聞く？先生に聞く？聞くことができない子どもは、

何もしないで時間が過ぎるのを待つ？黒板を写す？ 

 学校は、子どもたち一人一人が、伸びていくところです。分からなかったことが分

かるようになる。できなかったことができるようになる。分かっていることが、より

分かるようになる。いろいろな学びがありますが、授業の中でそういう姿をつくって

いきたいと願っています。子どもたちの可能性や学びを広げるために、本年度は、「協

同的な学び」に取り組んでいます。「分からないことを大切にする。」「分からないこと

が分からないと言える。」ことから始めています。一部の子どもが発表し、一部の子ど

もが参加する授業ではなく、全員参加の授業を目指しています。そのために、二人組

や四人組など小グループでの話し合い活動を

入れたり、お互いの顔が見えるように机の配置

を工夫したりしています。また、考えたくなる

ような課題を設定したり、表現の場を工夫した

りと・・・研修を進めています。 

 学ぶことを楽しみ、学ぶことをあきらめない。

子どもたちと先生でそんな教室を目指してい

きます。（校長） 
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７月行事予定 

２ 月 
委員会活動（５・６年生下校１５：
５０）平和学習（全学年 ３校時） 
長期休業前掃除週間 

１６ 月 祝 海の日 

３ 火 
体育朝会 
あいさつ当番（６日まで） １７ 火 児童朝会 ふれあい相談日 再振替日 

４ 水 
読み聞かせ（３年、たんぽぽ１） 
あいさつ当番 
野外活動前健康診断（５年 13:30～） 

１９ 木 全体研修会のため 児童下校１３：４５ 

５ 木 

あいさつ当番 児童アンケート 
全体研修会のため児童下校 13:45 
７月分引き落とし  
手をつなぐ育成会会費締切日 

２０ 金 全校朝会・防犯教室 給食終了 

６ 金 
あいさつ当番 図書返却完了 
第２回おはなし会 10:15～10:35 ２１ 土 夏季休業開始 

７ 土 ＰＴＡプール清掃９：００～ ２３ 月 
補充学習① 個人懇談会① 
たんぽぽサマースクール① 

９ 月 
クラブ活動（４～６年下校 15:50） 
ワックスがけ（教室） 
スクールカウンセリング 

２４ 火 
補充学習② 個人懇談会② 

たんぽぽサマースクール② 

１０ 火 

音楽朝会（３年発表） 

図書貸出し（低学年 ２冊）  

読み聞かせ（４年、たんぽぽ２） 

２５ 水 

補充学習③ 個人懇談会③ 

たんぽぽサマースクール③ 

図書開館日８：４５～９：００ 

１１ 水 
図書貸出し（中学年 ２冊） 
たんぽぽ校外学習 ２６ 木 

水泳指導①  

夏の健康教室①１３：３０～１５：３０ 

たんぽぽサマースクール④ 

プール開放開始日 

１２ 木 図書貸出し（高学年 ２冊） ２７ 金 水泳指導② 

１３ 金 
登下校指導・防犯ブザー点検 
図書貸出し（３冊目） ２８ 土 ＰＴＡプール清掃９：００～ 

 

８月の主な行事予定 

１ 水 ５年生野外活動① ９ 木 親子料理教室９：３０～１３：００ 

２ 木 ５年生野外活動② １０ 金 プール開放最終日 

３ 金 ５年生野外活動③ ２３ 木 夏の健康教室②９：３０～１１：００ 

４ 土 広島市小学校児童水泳記録会 ２５ 土 ＰＴＡクリーンアップ活動 

６ 月 

登校日 はらっ子ふれあい平和集

会(８：００～１０：００)  

図書開館９：２０～１０：００ 

児童下校１０：００ 

３１ 金 夏季休業終了  

※ 夏の健康教室は、水泳教室と同様に学校の方から声をかけさせていただきます。 



 先日はアンケートにご協力いただき、ありがとうございました。集計結果が出まし

たので、ご報告いたします。 

保護者の皆様の感想から  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設問１】 子どもたちは、気持ちのよいあいさつができていますか。 【設問２】 校内は、すみずみまで掃除が行き届いていますか。

【設問３】 【設問４】

【設問５】 原小学校に通わせてよかったと思いますか。

校内は、子どもたちのがんばりが分かる知的な環境
になっていますか。

学校だよりや学年だより等の通信やホームページを
通して、学校の取り組みが分かりやすく伝えられてい
ますか。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

あいさつ

そう思う ほぼそう思う

あまりそう思わない 思わない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

そうじ

そう思う ほぼそう思う

あまりそう思わない 思わない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

掲示物

そう思う ほぼそう思う

あまりそう思わない 思わない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

学校への満足度

そう思う ほぼそう思う

あまりそう思わない 思わない

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

情報交流

そう思う ほぼそう思う

あまりそう思わない 思わない

 ６年生は、さすが立派だと思いました。参観前に見ましたが、掃除も、やる子は

丁寧に黙々としていました。挨拶も、面識がないのにしてくれて感激しました。ホ

ームページも時々見せていただいています。楽しみにしております。 

 参観の日に尐し早く行きすぎて掃除の様子を見ていましたが、教室のドアのサッ

シの部分を小さなほうきで一生懸命はいているのを見て、すごいなと感心しまし

た。（６年生）みんな真面目ですごいです。これからも勉強だけでなく、日常のい

ろいろな仕事においての指導もよろしくお願いいたします。 

 授業の一環とはいえ、野菜が育って、それがきれいに並んでいる姿は美しかった

です。お花の季節には、また、美しい花だんが見れるとうれしいです。 

 今回のアンケートでは、設問１以外の項目は

全て肯定的評価が 90％を超える結果となりま

した。80％未満だった「あいさつ」については、

皆様のご協力を得ながら日々指導してまいり

ます。また、いただいたご意見・ご質問等につ

いては校内でしっかりと協議し、皆様に回答し

ていくと共に、改善に努めてまいります。 



 

 

 

 

 

 

６月２２日(金) 給食試食会 

 ７１名の１年生保護者に参加していただき、給食試

食会がありました。白川主任栄養士の話、配膳･試食、

給食参観というメニューでした。食べることは生きる

こと、食べることは楽しいこと。学童期から正しい食

習慣を身に付けて欲しいという話を熱心に聞いてい

ただきました。参加された方のアンケートを紹介しま

すね。 

 

【アンケートより】 

○  子どもたちがごはん粒、一粒一粒まできれいに食べていて、食育が伝わっていること

を感じました。 

○ ていねいに出汁をとり、具材も機械を使わず包丁で切ったりと、とても手が込 

んでいてびっくりしました。 

○ お汁も熱いままで、手作りの温かさが伝わりました。 

○ 徹底した衛生管理で、しかも、体のことを考えて良くやってもらえていることを 

実感しました。 

○ 大人になってからでは思わないことや感じなくなることを、今のうちにしっかり 

味わってもらえたら、と思います。 

○ 毎日「給食がおいしかった。」といろいろ話してくれます。一日の何よりの楽し 

みのようです。 

○ こんなにおいしい給食をいただけて子どもたちは幸せです。 

 

こちらこそ。そう言っていただけて嬉しいです。ありがと

うございました。原小学校では、おいしく、しかも残さず

に給食が食べられるよう、いろいろと工夫しています。現

在は、花のカードを集めて大盛り券をゲットしようと各ク

ラスで頑張っています。（校長） 

６月２８日（木）までのアクセス数は 

３０５２４です。（前回に＋１００７） 



 


