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宿題に「音読」が出されるのはなぜ？

今池小学校 国語部 松島聖奈

コロナ禍における学校生活において、話し合いを伴う教育活動が制限され、児童同士が関わ
り合い、頭を寄せて友だちと考える機会やコミュニケーションの機会は減っています。
そこで、コミュニケーションの向上を期待できる「音読」について紹介します。
まず、「音読」をすることによって、得られる効果についてです。

コミュニケーションの向上だけでなく、様々な効果があります。

では、宿題に「音読」が出されるのはなぜでしょうか。

「音読」することは、学力を向上させるために効果的です。

最後に、「音読」の効果を上げる方法があります。
★つかえたり、読み間違えたりしても叱らない
★すぐに感想を伝える
・前向きな感想、具体的な感想
例・・・「ハキハキ読めたね」「大きな声で元気よく読めたね」「間違えずに読めたね」

「スラスラ読めてすごいね」「聞き取りやすい速さだよ」
・質問と合わせて
例・・・「セリフをゆっくり読んだのはなぜ？」「声を変えたのはなぜ？」

ぜひ、取り入れてみてはいかがでしょうか。

①脳の活性化により記憶力が向上する

②語彙力・読解力の向上

③黙読が速くなる

④勉強意欲が高まる

⑤気持ちが落ち着き、ストレス軽減

⑥

⑦自制心が育つ

・家でも繰り返し読むことでさらに内容の理解が深まる。
・毎日続けることにより、上達を自覚することができ自信に繋がる。
・子どもの音読を親が聞き、フィードバックすることで、やる気を育
てることができる。また、親子のコミュニケーションを図ることが
できる。

《行事予定》 （３月：弥生・March）
日 曜 行事予定 日 曜 行事予定
１ 火 委員会（最終） １７ 木 B４校時(１～４年・６年)

卒業証書授与式前日準備（５年B6）
２ 水 通学班会（地域一斉下校） １８ 金 卒業証書授与式(６年のみ)

図工展(１４：３０～16:30)
体測（４･５･６年）

３ 木 通学班の取組(～4日) １９ 土
図工展(１５：３０～16:30)
体測（１･２･３年）

４ 金 ６年生を送る会(２･３校時) ２０ 日
ふれあいトークDAY

５ 土 ２１ 月 春分の日
６ 日 ２２ 火 B４校時 給食終了
７ 月 あいさつ運動 ２３ 水 B４校時
８ 火 ２４ 木 B３校時 修了式 大掃除
9 水 B校時 SC来校 ２５ 金 春季休業（～４月５日まで）
１０ 木 B校時 ２６ 土
１１ 金 B校時 ２７ 日
１２ 土 ２８ 月
13 日 ２９ 火
14 月 B校時 ３０ 水
１５ 火 B校時 ３１ 木
１６ 水 B校時 ※SC…スクールカウンセラー
※令和４年度４月当初の予定 ※今後の状況により変更する場合があります。

日 曜 行事予定 日 曜 行事予定
１ 金 離任式（１０：３０～）※今後変更の場合あり １１ 月 給食開始（新１年生のみ１３日（水）から)

６ 水 始業式（B3校時、新６年生のみB4校時） １５ 金 参観･学級懇談会(学級委員選挙)
７ 木 入学式（新１年生のみ) ※新２～６年生はお休み ２２ 金 PTA委員総会(１９：００～)
８ 金 B４校時 ２５ 月 修学旅行説明会（新６年）

※当初懇談(希望制)B校時【４月２７日(水)、２８日(木)、５月２日(月)、６日(金)】 ※裏面もあります。



【6年生を送る会の内容変更と図工展の開催について】

２月の学校だよりに掲載していましたが、まん延防止等重点措置の発出の延長により
教育活動の制限が継続されている状況です。
①６年生を送る会について

６年生を送る会に向けた十分な練習ができていませんが、全校児童が６年生へ
卒業のお祝いの気持ちを伝え合える機会とするべく、制限ある中でできる発表に
向けた取組を現在行っています。本年度の６年生を送る会は全学年、事前に撮影
を行い、編集した映像を３月４日(木)の２･３校時に各教室で視聴します。急な変更
で大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

②図工展について
予定通り実施します。限られた時間ではございますが、子ども達の頑張った成果

を感染対策には十分気をつけていただきながら、ご覧いただければと思います。
日時：令和４年３月２日(水)１４：３０～１６：３０

３月３日(木)１５：３０～１６：３０
場所：体育館

【家庭訪問の取り止めと個別懇談(希望制)の実施】

例年年度当初に実施していた家庭訪問の代わりに、新担任と保護者の皆様との信
頼関係を構築する機会として個別懇談日(4日間:希望制)を設けます。４月１５日(金)に
は参観・学級懇談会もございますので、ご理解とご協力をお願いします。

（日時）４月２７日(水)、２８日(木)、５月２日(月)、６日(金)の４日間の希望者のみ
B校時授業終了後から１７時００分まで（今池小学校各教室にて）※B校時授業

現時点での予定ですので、詳細は春休み号等でお知らせ致します。

【マスク・水筒について】

新型コロナウィルス感染症の予防だけでなく、インフルエンザ等の予防も兼ねて、手
洗い、うがいの他に飛沫を防ぐためにマスクの持参をお願いしています。活動時の状況
によっては外すこともありますが、基本的には着用をして教育活動を行っています。その
際に、ひもが切れることなどがあります。予備をランリュック(かばん)のポケットにも持た
せていただきますよう、重ねてお願いします。
また、日中の活動や乾燥により、お茶を飲む機会も多いです。お茶の準備もお手数を

おかけしますが、引き続きよろしくお願いします。

【体育館の緞帳を新調しました】

創立50周年の記念にPTAのご支援をいただ
き、体育館の緞帳(どんちょう)を新調しました。自
立、誠実、知性あふれる凛とした今池っ子になるよ
う、願いを込めて爽やかな青色で制作されていま
す。また機会がございましたらご覧ください。
尚、創立50周年の記念品や申込みいただいた

写真は3月4日(金)にお渡しする予定です。

【お知らせ】
＊下校時刻について(３月)
９日(水)Ｂ校時 全学年５校時：14時頃下校
10日(木)Ｂ校時 １年生 ：14時10分頃下校 ２～６年生：15時頃下校
11日(金)Ｂ校時 １・２年生 ：14時10分頃下校 ３～６年生：15時頃下校
14日(月)Ｂ校時 １～３年生 ：14時頃下校 ４～６年生：14時50分頃下校
15日(火)Ｂ校時 １～３年生 ：14時10分頃下校 ４～６年生：15時頃下校
16日(水)Ｂ校時 全学年５校時：14時頃下校
17日(木)Ｂ４校時 卒業式前日準備のため ５年生のみＢ６校時：15時頃下校

その他の学年：13時10分頃下校（給食終了・簡単清掃後下校）
18日(金)卒業証書授与式 ６年生：11時頃下校 ※１～５年生：自宅学習
22日(火)Ｂ４校時 １～５年生：13時頃下校（給食終了後)
23日(水)Ｂ４校時 １～５年生：12時15分頃下校
24日(木)Ｂ３校時 １～５年生：11時25分頃下校

☆年度末に向け様々な取組が予定されていますが、落ち着いて学校生活を送って欲し
いと願っています。また、健康管理には十分ご配慮くださいますと共に、通学路を
通っての登下校(特に登校時は８：００以降)や家に帰ってからの自転車の乗り方に
も引き続き声かけをお願いします。

＊卒業証書授与式

日 時：３月18日(金) 開式 ９：００
場 所：今池小学校 体育館
参加児童：卒業生(６年生) ＊１～５年生は自宅学習とします。
登校時刻：通常通り

＊保護者の方(２名まで)は、８：５０までに体育館にお入りください。
※詳しくは案内(配付済み)をご参照ください。

【表彰】 おめでとうございます！
・第８１回 全国教育美術展
入選 １年 木村 咲喜

３年 荒木 柚乃 磯田 知花 川端 ふじの 小櫻 陽汰 安中 瞬
５年 木下 小春

佳作 １年 中岡 桃々香 水野 涼菜 山下 達志
２年 堀井 悠昂 村田 莉菜 久貝 日葵 齋田 維織 堀井 沙莉
３年 杉谷 大知 大久保 奏 三桝 真穂
４年 中西 彩乃 堀井 陽矢 森 潤 中 陽葵 中西 朋香
５年 橋本 はな
６年 木村 悠真

・第５３回 京都府学校文化・芸術祭－教育美術展覧会
奨励賞 ３年 越村 比桜莉

・第１６回 児童・生徒の福祉作文コンクール
優秀賞 ６年 鎌田 心愛

・明るい選挙啓発ポスター
佳作 ６年 川内 紗麻

・読書感想文(京都府)コンクール
佳作 １年 中岡 桃々香

・城陽市小学校シャトル駅伝記録会
５年生の部 第３位 今池小学校Ａチーム 記録１５分３７秒

松ノ尾 大和 髙居 千愛 宅和 優真 前川 結菜乃
５年個人の部 第３位 記録４分４秒

山岡 流風




