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時代の変化に対応できる人間性を
重点研究部主任

湯淺

祥一

来年度から新しい学習指導要領が施行されます。それに伴って、外国語が５・６
年生で導入されたり、プログラミング教育を取り入れた学習が求められるなど、小
中学校で学習する内容にも変化が見られます。また、大学入試に関しても、国語科
で記述式問題が導入されることや英語科の民間試験の結果を入試に反映させること
なども検討されていました。国語科や英語科の入試改革は見直されることになった
ものの、これまでの学習から大きく転換していこうとする時代の流れを感じていま
す。
近い将来、全国の小中学校で、１人１台のパソコンを活用して授業を行う構想も
あり、これまでの授業から大きな変化が生まれることも予想されます。ノートを書
く代わりに、黒板の写真をパソコンで撮って記録を残したり、これまでノートに書
き込んでいた自分の考えをパソコンに入力して共有する、計算や漢字のドリルもパ
ソコンで・・・、という時代もすぐそこまで来ているのかもしれません。
しかし、活用する道具によって授業の質が左右されるのではなく。授業の形が変
わっても、学習の基盤となるのは、子どもたちの学びをサポートするための教師の
努力であり、子どもたちの「成長したい！」と思える前向きな気持ちだと考えてい
ます。そして、学年や学校、地域の雰囲気により、学習の質や成果は変わってくる
ことでしょう。御家庭や地域の方々に温かく見守られている実感、教室でともに高
め合おうとできる仲間の存在、社会とうまく関われるようになってきた自分の成長
が感じられることが、子どもたちの成長を飛躍的に高めることでしょう。
この数年、地域、保護者が築いてくださった、子どもたちを見守る地域の風土の
上に、主体的で深い学びへ向かうための授業づくりや、自己指導能力を高めるため
の「成長ノート」、学びを支えるための人権学習や特別支援教育などの土台 を築くこ
とはできてきたのではないかと感じています。今後、安定した土台の上に、その時
につけたい力を明確にした実践を子どもたちと一緒に積み上げていくことで、学習
内容や試験方法の大きな変化にも対応できる、しなやかな人間性を育んでくれるこ
とを目指していきます。

＜下校時刻変更のお知らせ＞
５日(水) 全学年 13:15 頃（通常４校時/掃除なしのため）
２２日(土) 全学年 12:10 頃（短縮４校時･給食なしのため）
２７日(木) 全学年 12:55 頃（個人懇談会のため）
２８日(金) 全学年 12:55 頃（個人懇談会のため）

２月 行事予定
１

土

京都府美術展覧会（みやこメ ッセ）

２

日

京都府美術展覧会（みやこメ ッセ）

3

月

体重測定(たんぽぽ・高)

４

火

５

水

６

木

フッ化物洗口

７

金

教師の読み聞かせ

親のた めの応援塾（とうずみ こども園）

10

月

東角読書の日

学級委 員会 19：00～ PTA 本部役員会 19:00～

1１

火

建国記念の日

1２

水

お誕生日給食

1３

木

フッ化物洗口

17

月

安全の日
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火
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水

20

木

フッ化物洗口

21

金

送る会前日準備(５年)

22

土

短縮４校時 ６年生を送る会
説明会（PTA 総会後）

25

火

振替休業日

26

水

27

木

短縮４校時

個人懇談①

28

金

短縮４校時

個人懇談②

体重測定(中)
ブックママ(3 年)
校外学習（ ５の２）
クラブ活動（3 年クラブ見学） 校区青少協運営委 員会 19:00～
4 時間授業
体重測定(低)
２月諸費振替日
PTA 新旧本部役員会 19：00～

学校運営協 議会

19：00～

PTA ベルマーク委員会 19:00～

ＰＴA 地域委員会引き継ぎ 19:00～

児童集会(給食感謝の集い) ブックママ(５年)
クラブ活動(後期最終)
PTA ベルマーク委員会 19:00～
町特別支援学級卒業生を送る 会 下校見守り
PTA 本部役員会 18:30～ 運営委員会 19:00～
スクールカウ ンセラー来校
学校保健会 14:00～
ＰＴA 総会

新学習指導要領完全実施に向けた学 校

（２／22 送る会）
久 御 山 学 園ウ ィ ーク ・ 家庭 学 習が んば り 週間 ～ ３／５まで

新学習指導要領完全実施に向けた学校説明会のお知らせ
来年度より、小学校では新学習指導要領が完全実施となります。それに伴う変更点をお
伝えするため説明会を行います。PTA 総会後に図書室にて行いますので、PTA 総会ととも
に是非御参加くださいますようお願いいたします。

新入児体験入学

1/16(木)

来年度、入学予定の５歳児さんた ちが、体験入学に 来てくれました。えんぴつや数図 ブロックを使
った「小学校での初めての お勉強」や、折 り紙や手 遊びに取り組みました。最 初は、少し緊張し た面
持ち でし たが 、 １年 生が 優し く 声か けし てく れま した ので 、大 変 楽し い時 間と な るこ とが でき まし
た。お兄さん、お姉さんとし てすくすくと成長して くれ た１年生の姿は、立派で した。

郷土資料館 出前講座（１年生）

1/17(金)

国語「たぬきの糸車」の学習を深めるため、山城郷土資料館から講師の方に出前講座に
来ていただきました。糸車を使っての糸のつむぎ方を教えてもらい、糸は楽しいだけでは
なく大変で簡単にはできないことを体感することができました。また、行灯の光の暗さか
ら月明かりのほうが明るいことも知ることができました。いろいろと体験させていただい
たことで、物語の情景や登場人物の気持ちを考えることに役立つよい学びとなりました。

校内作品展・書き初め展 1/28(火)、29（水）

１／28、29 の２日間、体育館に子どもたちの素敵な作品が 集まりました。作品を見て
いると、子どもたち一人一人の個性が表れていてとても楽しく鑑賞することができました。
また、各学年の教室前には書き初めも展示されました。子どもたちの思いがこもった書き
初めからは、「今年もがんばろう」という心が見えました。

給食週間

1/27(月)～31(金)

１年：すききらいなくたべよう
２年：感謝して食べよう
３年：野菜を食べよう
４年：魚となかよくなろう
５年：だしについて
６年：成長期の栄養について

栄養についての学習を栄養教諭の先生にしていただ
きました。この栄養指導を通して、食物の大切さを知
り、自分の食生活を見直すよい機会となりました。 ま
た、御家庭でも好き嫌いせず栄養バランスを考えて、感
謝の気持ちを持って食 べ物をいただくという気持ちを
大切にしていただきたいと思います。

個人懇談会

2/27(木)・28(金)

13:30～16:30

３学期 の個 人懇 談会は 、２ 月に 実施 いた します 。お 子様の １年 間の がんば りに 対す る評 価や
次年度 への 引き 継ぎ事 項を 保護 者の皆 様と しっ かり 確認さ せて いた だくと いう こと を目的 とし
ています。お忙しい中 だと思いますが 、どうぞよろ しくお願いしま す。懇 談日時に関しては 、児
童を通じて配布しております ので、御確認 ください 。なお、１年生については人数が多 いため予
備日を設けておりますので御 了承ください。

体調管理に気をつけて
東角 小学 校で も風邪 やイ ンフ ルエン ザで 休む 人が 多くな って きま した。 ２月 に入 ってく ると
１年間 の学 習に おいて 大切 なま とめの 時期 に入 ると 同時に 、６ 年生 を送る 会や 卒業 式に向 けて
の準備段階にさしかかってき ます。しっかり予防し て自分の体を守っていきまし ょう！
<より効果的な予防>
①マスクは清潔で鼻の上ま でしっかりおおう物を 選びましょう。
②つめは短く切りましょう 。
③指の間や手首、手の甲ま でせっけんで丁寧に洗 いましょう。
④十分に睡眠、栄養バラン スのとれた食事をとり ましょう。
⑤加湿器や濡れタオルを室 内に干すなど、空気を 乾燥させないように
しましょう。

