
 

 

 

 

 

読書のすすめ 
校長 森本 弘子  

 

 先週から、子供たちが楽しみにしていた水泳学習が始まり、学年毎にプール開きを行

っています。どの学年も「水泳の時にはマスクをトルルン、お口はチャックリン」の約

束を守って静かに話を聞いています。さすが共成小学校の子供たちです。安全を最優先

に子供たち一人一人が目当ての達成を目指して取り組んでいけるよう進めていきます。 

  

本校では、読書活動を推進しております。図書室には、季節に合った掲示物や折り紙

などの飾りがあり、休み時間には大勢の子供たちがやってきます。また、読んだ本の冊

数やページ数を記録していく「読書貯金」という取

組を行っています。６月２１日（月）からの１週間、

本校は「読書週間」でした。月曜日のお話朝会では、

オンラインで各教室のモニターに絵本を映し、読み

聞かせを行いました。「読書貯金」の記録に応じて、

図書委員が心を込めて作成した「しおり」をもらえ

ることになっています。「図書室でもらった。」と嬉

しそうに見せてくれた子、それを見て自分もと急い

で図書室に向かう子がいました。中には、「しおりを

もらえるのを楽しみにたくさん読みました。」と１３枚ももらった４年生もいました。

図書委員も、自分が作ったしおりを喜んでもらえて励みになっています。 

 

また、廊下には、先生たちのおすすめの本が紹

介されています。低学年から高学年までそれぞれ

が楽しめる本が紹介されています、ジャンルも

様々です。  

読書は、子供たちの豊かな心を育むという面に

おいても、学力を伸ばすという面においても大き

な効果があります。本を読むことで、子供たちは

言葉を学び、語彙力が付きます。本の世界に入り、

想像しながら読み進め、日常とは違う世界を経験

することで想像力が養われ、人の気持ちを理解できるようになるとも言われています。

また、文章を読んで理解する力が付くとあらゆる教科学習の基礎となる国語力も高まり

ます。他にも、集中力、表現力、思考力などが付くなど多くの効果があります。  

雨降りや熱中症の心配があって外で遊べないときなどは特に、読書が

おすすめです。夏休みに向けて、課題図書や、本屋さんのおすすめの本

など図書室前に紹介してあります。  

最近、「家読（うちどく）」といった言葉をよく見ます。子供たちの周

りには、電子メディアによる、刺激的で面白い情報があふれていますが、

コミュニケーションが希薄になったとも言われています。ご家庭で読書や読み聞かせを

一緒に楽しみながら、コミュニケーションを深めてはいかがでしょうか。  
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【本校の GIGA スクール構想】 

共成小学校では、文部科学省のＧＩＧＡスクール構

想に則り、ＩＣＴを有効に活用して現代ある様々な課

題を解決できる人材を育てていくことを目標として

います。そのために校内でＩＣＴプロジェクトを立ち

上げ校内環境の整備や指導内容の検討などを行って

います。 

担当教員は、高学年担当が石川、伊藤、中学年担当

が松木、低学年担当が髙津、若草担当が内山です。 

今年度、児童一人に一台タブレットが使えるように

なりました。そのタブレットを活用した学習を進めて

いますので、その一部を紹介します。 

・くじらーニングなどのドリル学習 

・インターネットを利用した調べ学習 

・プログラミング学習 

・撮影機能を使って画像や動画作成 

・プレゼンテーションの作成 

・児童アンケートの回答 

 タブレットが一人一人の学習を助けて、個別最適な

学び、協働的な学びを通して、それぞれの力を伸ばし

ていけるように今後も学習内容を改善していきます。 

 

 共成小ＩＣＴプロジェクトリーダー 石川 満  

【若草】 

低学年の子供たちは、タブレッ

トを使って自分や友達の写真を

撮って楽しんでいます。動画や音

楽に合わせて元気いっぱい踊り

ました。  

中・高学年の児童は、自分でロ

グインをして、ローマ字入力で知

らない言葉の検索に挑戦してい

ます。また、学習支援クラウドを

使って、離れた場所での会話を楽

しみました。自分で撮った写真を

教師に提出し画面共有をしてい

ます。  

 

【1 年】 

 初めて触るタブレットに

興味津々な子供たち。「明日

は、タブレットを使います。」

と伝えると、喜びの声が聞こ

えてきます。  

 まずは、タブレットの取り

出し、片付け、ログインの仕

方などを学習しました。その

後は、お絵かきソフトを使っ

て絵を描いたり、学習支援ク

ラウドを使って Web サイト

にアクセスしたりしました。   

最近では、タブレットで算

数・国語の学習ができるよう

になってきました。今後もル

ールを守りながら、タブレッ

トを楽しく活用していきま

す。  

【2 年】 

2 年生は、「タブレットの使

い方ガイドブック」の約束を

読んで、確認してからタブレ

ットの学習を始めました。  

取り出し、片付け、ログイ

ンの仕方など基本的な操作

はスムーズに行うことがで

きるようになってきました。 

図工では、ペイントでお絵

描きをし、学活では、オンラ

イン授業の参加の仕方を学

びました。画面に自分たちの

姿が映り、歓声が上がりまし

た。今後は、写真の撮り方な

どの使い方を練習していく

予定です。  

 

【3 年】 

ログインの仕方を覚え、自分

でログインをすることができ

るようになりました。今学期

は、調べ学習の際に、タブレッ

ト PC を使用しています。   

総合的な学習の時間の「やさ

いはかせになろう」では、それ

ぞれが調べたい野菜を決め、そ

の野菜についての調べる項目

に対して、ローマ字でキーワー

ド入力して苦労しながら調べ

ました。また、社会の学習では、

「昔の道具」をインターネット

で調べ、カードにまとめる学習

をしました。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【4 年】 

タブレットが大好きな４年

生。まずパスワードを入れて

ログインする学習をしまし

た。初めのうちは戸惑ってい

た子供もいましたが、今は全

員がスムーズに開始できるよ

うになりました。  

総合的学習の時間では、世

界の国の調べ活動に使いまし

た。初めは音声入力で調べて

いましたが、今はローマ字入

力に挑戦しています。  

また、お話朝会では、オン

ラインでワイドモニターに校

長先生の画像を映して、静か

にお話を聞いています。  

 

【5 年】 

5 年生は一人一台タブレ

ットを使って授業をしてい

ます。学習支援クラウドで配

布されたワークシートに取

り組んだり、集めた言葉を画

面上にてみんなで共有した

りして、学習を深めていま

す。  

 また、算数では早く問題を

解き終わった人は補充の問

題としてタブレットを使っ

てドリルに取り組んでいま

す。正答率が低い自分の苦手

なところもわかるので、定着

につなげていきます。  

 

 

【6 年】 

 「テーマを決めて本を紹介

する動画を作ろう」という単

元を設定し、学習支援クラウ

ドの動画機能を使い、本の紹

介動画を作成しました。撮っ

た後に、直ぐに再生し、自分

のよさや課題点と向き合うこ

とができました。また、完成

した動画を直ぐに互いに見合

えることができるので、アド

バイスにも活用でき、よりよ

い動画の作成につながりまし

た。  

 他にも、一年生との交流に

オンラインミーティング機能

を活用し、互いの気持ちを伝

え合うこともできました。  

【 米作り 】 

 例年本校では２・５年生が地区委員会

の方々と一緒に米作りを行っています。

地区委員会の方々は昨年度同様、今年度

も子供たちがいない中で米作りを行っ

てくださっています。なぜなら、コロナ

禍が終息したら、また今までのように子

供たちと米作りが一緒にできるように

との思いからです。 

７月８日（木）には５年生が社会科の

授業で、地区委員会長の野口さんから米

作りについてのお話を聞きます。それを

聞いて、これからどのように地域とかか

わっていけるのかを子供たちと一緒に

考え、感謝の気持ちを伝えていきたいと

思います。 

田植え後の稲は順調に成長していま

す。たまに鴨の親子が泳いでいます。 

 

【 水泳学習について 】 

水泳学習が始まりました。今年度は感

染症対策を講じながらの実施となりまし

たが、暑い日差しの中、プールの中でと

ても気持ちよさそうに運動している姿が

あります。距離をとるために、足元にト

ルルンとチャックリンのシールを貼るこ

とや、プールの中でも大きく移動してし

まったときに、元の位置に戻れるように

プールの壁に色付きのシールを貼るなど

の工夫を行っています。子供たちは上手

に先生の指示を聞いて学習できていま

す。 



【 ふれあい月間 】  

 ６月はふれあい月間です。  

                        

 

 

 

 

 

 

 

【 ふれあい月間 】 

 ふれあい月間では、兄弟学年で

ある１年生が６年生に、お世話に

なった気持ちを伝えました。                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※土曜スクールは感染症の状況により、日程が中止または変更になる場合があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜７月の主な行事予定＞ 

１日（木）安全点検 委員会  

２日（金）安全指導  

５日（月）特別時程 保護者会（５年・６年・若）  

食育週間始（～９日）  

６日（火）特別時程 保護者会（１年・２年） 

７日（水）特別時程４時間  

８日（木）避難訓練 クラブ  

９日（金）特別時程 保護者会（３年・４年） 

１５日（木）クラブ  

１９日（月）特別時程 給食終  

２０日（火）特別時程４時間 終業式  

２１日（水）夏季休業日始  

２６日（月）  

  ～３０日（金）個人面談期間  

●保護者会がある日は、放課後スクールがあります。 

＜８月の主な行事予定＞  

１０日（火）～１１日（水）学校閉庁日  

２７日（金）特別時程４時間 始業式  

３０日（月）給食始  

 

＜９月の主な行事予定）  

 １日（水）特別時程４時間 安全指導  

 ２日（木）委員会 事前健診（６年）  

 ３日（金）交通安全教室（１・２年）  

 ５日（日）～７日（火）移動教室（６年）  

 ８日（水）避難訓練 振替休業日（６年）  

 ９日（木）クラブ  

１１日（土）土曜スクール  

１８日（土）学校公開 道徳授業地区公開講座  

２０日（月）敬老の日  

【スクール・カウンセラーの勤務予定】 

７月１日（木）、８日（火）、１５日（木）、

８月２７日（木） 

９：００～１６：３０ 

できれば事前にお電話でご予約く

ださい。電話相談も受け付けていま

す。 

☎ ０４２－５４５－０３８３ 
【 感染症対策＆熱中症対策 】 

 緊急事態宣言に関わらず、国・都・市の方針に基づ

いて引き続き  

「感染症」防止を徹底していきます。  

「感染症」防止とともに「熱中症」の予防にも万全を

期していきます。  

※暑さ指数（WBGT）に基づいて、教育活動を行いま

す。  

※本校オリジナルのキャラクターを活用して、熱中

症、感染症を予防します。  

 

【 食育週間について 】 

 本校は「早起き、早寝、朝ご飯」「バランスのと

れた食事」を食生活基本モットーに、「楽しく、い

ろいろな食べ物を味わって食べよう」を指導目標

にして取り組んでいます。 

 ５日（月）からの食育週間では、保健委員会が

中心となり推進しています。毎日変わるめあてを

達成するために、一人一人が意識して給食を味わ

います。 

月   食事のマナーを守る 

火   「いただきます」を言う（あいさつをしよう） 

水   バランス良く食べる 

木   なんでも１口は食べる 

金   まとめ 

【 開校記念日について 】 

 ６月３０日（水）は開校記念日です。創立４６年目

です。昭和５１年、市内で１２番目の小学校として開

校しました。本日給食中に、校長先生が全校児童に向

けて、開校記念日についてのお話をして、みんなでお

祝いしました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


