上荻野小学校だより
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Ｑ＆Ａ

学校教育目標

自ら学び、認め合い、しなやかな心身の育成
児童数（Ｈ30.1.1 現在）
〒243-0201

厚木市上荻野 1429 番地

TEL:046-241-0861

２年 74 名 ３年 80 名

４年 89 名

５年 104 名 ６年 89 名

合計 506 名

携帯・スマートフォンで左の QR コードを読み取る
だけで、上荻野小学校のホームページ（携帯サイト）
をご覧になれます。ほぼ毎日更新しています。

新年あけましておめでとうございます
校長

１年 70 名

大谷

京司

旧年中は、保護者の皆様、地域の皆様に、上荻野小学校の
教育活動を多方面にわたり支えていただき、誠にありがとう
ございました。おかげさまで、子どもたちもこの１年で、心
身共にたくましく成長できたと思います。
３学期始業式の日、下校時に門に立っていたところ、低学
年の子から「ぼくは、いつになったら大人になるの？」と聞
かれました。
「そうだな、２０歳になると大人かな。」と答え
ると、
「ふーん。」と少し消化しきれない様子で下校していき
ました。前日に厚木市の成人式に参加させていただきました
が、２０歳の晴れ姿は、大人のようでまだまだあどけないと
いった印象でした。今の小学生が成人式を迎える時は、成人
＝１８歳となっているでしょうか。
成人の年齢にかかわらず、上荻野小学校の児童が卒業する
ときには、子どもたちが希望を抱き、自ら考え、判断、行動
できる、そんな素地がしっかりできるよう教職員一丸となっ
て今年も教育活動にあたっていきたいと思い
ます。
本年もよろしくお願いいたします。

上荻野小学校はこう変わります!
平成 32 年度からの新学習指導要領（文部科学省が告示す
る教育課程の基準で、教科等の目標や大まかな教育内容を定
めたもの）の全面実施に向けて、平成 30 年４月から、移行
措置として次のように上荻野小学校の授業が変わります。
（＊ここでいう 1 時間は授業の 1 時間
（45 分間）をいいます）

■３・４年生で新たに「外国語活動」が加わります
平成 30 年度は、年間で 15 時間「外国語活動」の授業
を行います。｢外国語活動｣で扱う外国語は「英語」です。
従来、５・６年生で行っていた「聞く」「話す」を中心
に、ゲームなどを通して英語に慣れ親
しむ形で行われてきた「外国語活動」
の一部が３・４年生に降りてくるという
イメージです。評価は、文章で表記され
ます。
■５・６年生では、新たに教科としての「外国語」
の内容の一部が従来の「外国語活動」に加わります
平成 30 年度は、年間で 15 時間「外国語」の授業が、
従来の「外国語活動」
（年間 35 時間）に加えて行われま
す。「外国語」で扱う外国語は「英語」です。教科とし
ての「外国語」では、
「読む」
「書く」という学習も加わ
ります。平成 32 年度からは、「外国語」として年間 70
時間（週 2 時間）で行うところを平成 30 年度は移行措
置として、15 時間「外国語」の内容を一部加え、50 時
間で行うこととします。評価は、移行措置
である平成 30 年度は、外国語活動として
文章で表記されます。
■「道徳」が「特別の教科 道徳」となります
このことにより、授業は検定の教科書を用い、教科と
しての評価を行うこととなります。評価といっても、ABC
や数値などによるものではなく、その子の道徳性に係る
成長ぶりを肯定的に文章で表記することとなります。1
つの価値観をあてはめるのではなく、答えが１つではな
い道徳的な課題を一人一人の児童が自分自身の問題と
して捉え向き合う「考え、議論する道徳」へと転換を図
るものです。授業時数は従来と同様、年間 35 時間です。

３～６年生の 15 時間増える分、週の授業時間数が増
えたり、下校時刻が遅くなったりするのでしょうか？
Ａ１ 新たに授業時数を増やすにあたって、上荻野小学校で
は、平成 30 年度、次のように計画を立てています。
①２学期始業式を早めて、８月３０日（木）とします。
②３～６年生は、学期に１回ずつ、月曜日の６校時に
授業を行います。
③朝の活動の時間の一部を 15 分間の短い授業時間と
して設定し、それを３回行うことで 45 分間の１コ
マ分の授業としてカウントします。国語、算数、外
国語（活動）のいずれかをそこで行い、基礎・基本
の定着を図ります。平成 30 年度は、このような短
時間授業を 18 回（15 分×18 回＝６コマに相当）
行う予定です。
したがって、通常の週の授業時数が増えることはほと
んどありません。下校時刻も②の学期に１回を除けば
今年度と変わりません。
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Ｑ２

どこの学校でも同じような措置をとっているのでし
ょうか？
Ａ２ 平成 32 年度からの新学習指導要領の全面実施に向け
て、全国どこの小学校も外国語活動・外国語、特別の
教科 道徳の実施準備を進めています。ただし、移行
期の時数（基本は年間 15 時間増）やその取り方は各
学校によります。荻野中学校区の荻野小学校・鳶尾小
学校においても、外国語活動・外国語で新たに増える
授業時数は 15 時間で本校と同じです。
その他に６月以降・・・
■学校評議員会にかわって学校運営協議会が設置されます
校長の求めに応じて、校長が行う学校運営に関し、意見
を述べることができる学校評議員制度にかわり、以下の３
つの機能をもつ学校運営協議会が設置されます。
・校長が作成する学校運営の基本方針を承認する
・学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述べる
ことができる
・教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項に
ついて、教育委員会に意見を述べることができる
この制度を導入した学校をコミュニティ･スクールと呼
びます。これにより、地域と一体となった特色ある学校づ
くりを進めることができるとともに、児童生徒の状況に応
じたきめ細かい学習支援、児童生徒指導上の課題への対
応、学校安全の確保など、複雑化、困難化している学校現
場の課題を解決するための様々な支援をいただけると考
えております。

1.16（火），17（水）

書き初め大会
１月１０日（水）～１２日（金）
にかけて、各学年、書き初め大会を
行いました。１・２年生は各教室で硬筆による書き初めを、
３年生以上は、冷たい空気と緊張感がピンと張りつめた体
育館の中、各々が集中して大筆を走らせていました。
また、１５日（月）～１９日（金）の間は、書き初め展
ということで、子どもたちが学校で書き上げた作品を教室
前の廊下を中心に掲示しました。寒い中を見学に来ていた
だきました保護者・地域の皆様、ありがとうございました。

自分たちでやりたいことを決めて、ステージの上で発表
する It’ｓ上小タイム！

１年生 展示

３年生

５年生

２年生 展示

４年生

６年生

児童会主催のこの行事を行う
か否かの議題は、実は９月の代
表委員会（各クラスの代表・委
員会の代表・児童会本部からな
る会議）ではかられました。子
どもたちからは、年に 1 度の楽しいイベントであり、みん
なが笑顔になれるという他、多くの理由が述べられ、行う
ことが決定しました。つまり、
この行事は、子どもたちが行う
か行わないか決め、さらに出場
するかしないか、何を発表する
か全て子どもたちの自主性に委
ねられているという点でとても
評価できると思います。
ステージに上がった子はどの子も実に堂々としていて、
観ていた子たちもみんな笑顔で、ステージと客席が一体と
なって盛り上がっていました。
これからも子どもたちが自ら
決めて行動する・表現するとい
うことを大事にし
ていきたいと思い
ます。

１月・２月の予定
【１月】
19 日（金）６年生スキー教室
23 日（火）児童朝会 代表委員会 ALT との英語活動
24 日（水）４年プラネタリウム（午前中）
ALT との英語活動 ６年生合唱指導
25 日（木）おはなしの森（昼）
26 日（金）クラブ活動（３年生見学）
29 日（月）５年生親子レク ６年生中学校半日体験
30 日（火）たてわり活動
ALT との英語活動
ベルマーレサッカー教室（3 年）
31 日（水）学習室ブロック交流会
郷土芸能普及公演（3 年）
【２月】
2 日（金）委員会活動（４年短縮５時間）
あつぎ元気塾Ｂ
3 日（土）ＰＴＡ活動研究大会
5 日（月）新入生保護者説明会
児童教育相談週間（～16 日）
6 日（火）朝会 ぼうけんのもり（2 年）
ALT との英語活動
３年生豆腐作り
7 日（水）ぼうけんのもり（5 年）
8 日（木）ぼうけんのもり（4 年）
9 日（金）ぼうけんのもり（1 年） クラブ活動
10 日（土）ＰＴＡ本部会議・運営委員会
11 日（日）さがみ自然フォーラム
13 日（火）たてわり活動 ALT との英語活動
14 日（水）おはなしの森（6 年 朝）
ぼうけんのもり（3 年）
15 日（木）ぼうけんのもり（6 年）
16 日（金）授業参観・懇談会（1～3 年・学習室）
４年生味噌作り
20 日（火）ピンクシャツデー 代表委員会
ALT との英語活動
21 日（水）授業参観・懇談会（4～6 年）
学校評議員会 家庭読書の日
22 日（木）おはなしの森（昼）
23 日（金）クラブ活動 不審者侵入訓練
27 日（火）ALT との英語活動
28 日（水）ALT との英語活動

