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・進んで学ぶ子（確かな学力）
・思いやりのある子（豊かな心）
・元気な子（たくましい心と体）
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学校教育目標

「きらり 自ら学ぶ」

仁美ふれあい大運動会

今年の運動会は、途中か
らの雨天の影響で一部の競
技と閉会式が予定通りでき

なかったのは少し残念でしたが、児童は短い練習時間に関わらず、表現運動や応援合戦など元気いっぱいの演技
を見せてくれました。「仁美ふれあい大運動会」になって２回目です。午後からの地域種目も大いに盛り上がり素晴
らしい運動会になりました。来賓・地域・保護者の皆様には、早朝よりおいで下さり、ありがとうございました。また、
地域、さくら会、保護者の皆様には、前日の準備から片付けまで本当にありがとうございました。
【入場行進】

先頭は国旗です。持つのは、５年
生の植田耀介さん、戸川真緒さん、
藤原雪乃さん、6 年生の福原志織さ
んの 4 人です。続いて優勝旗です。
優勝旗を持つのは、昨年優勝の白組の 6 年生井上東子さんです。続いての入場は応援旗です。赤組の応援旗を
持つのは、福原沙織さん、白組の応援旗を持つのは、種田勇斗さん、そして保育園の応援旗を持つのは、藤井希
空さんです。続いて児童が学年ごとに入場です。今年の運動会は、「リオ オリンピック」をテーマにプログラムや放送
を工夫しました。入場行進では、それぞれが自分で作った小旗を片手に入場しました。しっかり手を振り、足をあげて

の元気いっぱいの入場行進です。トラック正面では、小旗をしっかり振って入場を盛り上げてくれました。保育園児
も元気いっぱいに入場してきました。どの子からもやる気を感じさせる素晴らしい入場行進でした。 今年のスロー
ガンは「仁美っ子 力のかぎり がんばるぞ」 です。高学年の児童を中心に、表現運動や応援合戦や係活動など、み
んなで協力して仲良く取り組んできました。途中の雨にも負けず、全力で演技する子供たちの姿に一歩成長の跡を感じ
ました。開会式の後には、「聖火をともせ！」 （大玉ころがし）で、聖火台への点燈をイメージした競技で演技がスタ

ートしました。
【スマイル】【聖火をともせ】 低学年
のフラフープを使っての演技からス
タート。日ごろの練習の成果を発揮
し、みんな上手に回して最後に五輪
マークができました。そのあと、全校での大玉ころがし、大きな
たまに負けないようしっかり走りながら転がしていき、最後は、聖火台に乗せ、見事聖火がともりました。

【集めろ！オッリンピックカラー】 普通の玉入れとは少し違います。メダルカラーに合わせて、玉の入るところが 3
つあります。上から金・銀・銅で、一番上の金の入れ物に入ると 3 点になります。銀が２点、一番下の
かご（銅）が 1 点です。やはり金の入れ物にいれるのは難しかったようです。
【息ぴったり！？オリンピック種目メドレー】 親子でいろいろな競技に挑戦しました。
最初はスプ-ンリレーで
す。バドミントン、卓球、テ
ニスのラケットの中から一
つ選んでボールを運びま
す。途中で親子が代わっ
て、次の種目へ。2 つ目
は、三輪車レースです。小さな三輪車に大人が乗ってこぐのは至難の業です。どこのお父さんもお母
さんも悪戦苦闘していたようです。そして、最後は、平均台を渡って、跳び箱を跳んでフィニッシュとなります。最後
はメダルをかけて「ハイ！ポーズ」親子で記念撮影です。とてもいい思い出になりました。
【応援合戦】 応援団長は、赤組：藤井希空さん、白組：種田勇斗さんです。業間休みや昼休みを使って、高学年を
中心に練習を重ねてきました。全員が、心を一つに力いっ
ぱいの応援を繰り広げました。それぞれ、子供らしいアイデ
アとダンスで大いに盛り上げてくれました。

【ライジング・サン】

【８００ｍリレー決勝】

練習を重ね、生き生きと軽快な動きは素晴らしかったです。
５月１８日に田植えをして
約４か月。藤原さんに水の
管理や畔の草刈り、イノシ
シの防除柵の設置など全面的にお世話になったおか
げで、たわわに穂をつけてくれました。途中鳥の被害
から守るために、案山子も立て、収穫の日を迎えまし
た。そして、9 月 16 日、稲刈りをしました。しかし、長雨の影響で地面
が柔らかく、児童にとっては歩くのも大変な状況でしたが、頑張って刈
り取っていきました。たくさんのボランティアの方も手伝いに来てくださ
り、あっという間にすべて刈りとることができました。子供たちは、泥ま
みれになりながらも最後まで粘り強く頑張ってくれました。さっそく、藤
原さんが、乾燥、脱穀し届けてくださいました。ありがとうございました。このお米（もち
米）は、仁美ふれあい祭りの「ふるまい餅」や「おこわ」卒業式の「赤飯」にする予定で
す。また、残りは、ふれあい祭りのときに、「仁美っ子米」として販売する予定です。ぜひ
お買い求めください。

９月７日（水）校内自由研究発表会を行いました。各学年１名、計６名の代表が発表しました。それぞれ不思議
に思ったことや興味を持ったことを、実験や観察を通して調べ発表してくれました。一方、聞く子どもたちも、熱心
に聞き、質問や感想を発表するなどとても良い会となりました。
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４月１９日に実施された全国学力・学習状況調査（対象学年６年生）結果の概要についてお知らせます。調査対象者
数が少人数（５名）のため、明確な傾向は見えにくいのですが、全体を通して課題と思えることについてお知らせします。
・国語の基礎問題（A 問題）については、漢字の読み書き、ローマ字を書く問題などの定着に課題が見られまし
た。また、活用問題（B 問題）では，目的に応じて工夫したり，自分の考えを整理したりして読むことはよく
できるが、グラフや表を読み取ったり、それをもとに自分の考えをまとめたりすることに課題が見られました。
・算数では、基本的な四則計算や図形の問題など基礎問題（A 問題）については、ほぼ定着できていますが、
「単
位量あたりの大きさ」を求める問題や割合の問題にやや課題が見られました。また、活用問題（B 問題）では、
図形領域や数量関係の問題の正答率が低い傾向が見られます。
・どちらの教科も、昨年度より無回答率が低くなり、粘り強く取り組む姿勢が育ってきているように思います。

・学習状況調査では、「家で計画を立てて勉強をしていますか」の項目に課題が見られます。指示された宿
題はできますが、自主学習の習慣の定着が不十分のようです。
今後、これらの課題解決に向け、①朝学習・放課後学習の充実、ICT の効果的な活用等を通して、個に
応じた支援を行っていきます。②また、授業改善を通して、自分の考えを書いたり,発表したりする機会を
増やしていきます。
家庭学習については、引き続いて、家庭学習の内容や方法について、自分自身で振り返る機会を増やした
り、友達の学習ノートを紹介したりすることで自主学習への意欲を高めるようにしていきます。
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視力検査
赤磐市科学研究発表会（豊田小）
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南極教室（9:30～11:30 会議室）

吉井ノーメディアデー
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理科ステップアップ研修会

元気に遊ぼう

・誘い合って仲良く外遊びをする。
・遊び方の工夫、毎週の色別班遊び

２学期より、児童の呼び方を統一することになりました。今まで「○○ちゃん」
「○○くん」
「○○（呼び捨て）等々様々な呼び方がありました。兄弟姉妹が近く

８月・９月生まれ

にいる場合は、名前で「○○さん」と呼ぶことはありますが、その以外は、名字
で「○○さん」と呼ぶことに統一しました。
（○○さんは、相手を大切にする呼び方です。と児童には話をしてい
ます。
）慣れるまで少し時間がかかるかもしれませんが、家庭でもご協力をお願いします。

