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門河校長先生より
「校内研究の発表にむけて」
明日（１１月１９日）はいよいよ３年間、市の推進委託を受けて行っていた校内研究の発表会の日
です。「関わり合いを通してともに学ぶ」というテーマのもと、学年研究を中心に授業改善をすすめてきました。
子どもたちが、学習課題に対して「自分の考えをしっかりと持つこと」「その考えを友だちに伝えること」「友だち
の考えを聞きながら、自分の考えと比べたり、よいところを見つけたりすること」そのような子どもたちの姿を目指し
て、どのような働きかけが有効なのかを考えてきたところです。さまざまな授業の中で、子どもたちが友だちと意見
を交換し合ったり、話し合ったりすることが、自然にできるようになってきたことは、校内研究を通しての収穫だっ
たと思っています。
ただ聞いただけの知識は頭に残る割合は低く、自分で調べたことはその次で、人と話し合ったり自分で考え
を発表したりしたことは、しっかりと身についていることが多い、という研究があります。主体的、能動的に学ぶこと
の大切さを感じさせられます。
明日は、校外の先生方からの意見もたくさんお聞きし、より子どもたちのためになる研究へと進めていきたいと
思います。
PTA の皆様にもさまざまお手伝いいただきますが、よろしくお願いいたします。
校長
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門河 玲子

河瀬教頭先生より
「チーム」
日頃より本校の教育活動にご協力、ご理解いただきましてありがとうございます。本日はお忙しい中、PTA
連絡会議にお集まりいただきましてありがとうございます。
明日は、本校が藤沢市教育委員会の研究推進校として、市内の先生に向けて、今までの学習活動の成
果を発表する日です。すべての教職員が、この日に向けて一つのチームとしてこの３年間頑張ってきました。
１０月、１１月はラグビーワールドカップで熱中したことと思います。ワンチームという言葉も何度も耳にするこ
とがありましたね。
大会期間中にスポンサーとなる企業がコマーシャルをメディアで放映していましたが、一つ感動したコマーシャ
ルがありました。某地所の CM ですが、「僕にしかできないこと ～同じじゃないから強いんだ～」です。
小学校の運動会の冒頭から始まります。足の速い子と力が強い子が同じ高校のラグビー部に入ります。
足の速い子は、パンと牛乳を無理矢理詰め込んで、体作りをする、そして力の強い子は図書館で「敏捷性
トレーニング」の本を手に取る。でも、やはり体も大きくならないし、敏捷性もアップしない。
それぞれの特性を生かした選手スタイルしかなりませんが、さまざまな個性が集まってチームとして成り立ちます。
今年度は、もう子ども祭りは終わってしまいましたが、来月には、授業参観として音楽会を行う学年もありま
す。様々な楽器と様々な個性がしっかりと組み合わされることで、綺麗な音楽が奏でられます。
一人一人の個を大切にして、クラス・学年・学校でまとまっていくチーム大道を目指していきたいと思います。
教頭

＜ 連絡会議報告 ＞
11 月 18 日(月)第 3 回連絡会議が行われました。
出席者：校長先生、教頭先生、各委員会委員

❖❖❖ 各委員会からの報告 ❖❖❖
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河瀬 弘之

学級学年委員会
◆

9/12(木)に第 3 回定例会を行いました。内容および連絡事項は以下の通りです。
・各係からの活動報告を行いました。
・親睦会について、進捗および今後のスケジュールを話し合いました。

◆

ベルマーク担当より
10/9(水)、11/8(金)、ベルマーク・テトラパック回収作業を行いました。
ベルマークで「バスマスター(低音オルガン)」を購入し、10/2(水)に学校に納品しました。学校の予算
では買えない物が、まだたくさんあるそうです。引き続き、ご協力をお願いいたします。

◆ 親睦会担当より
12/23(月)に 1・2 年生（和太鼓鑑賞・体験）、1/9(木)に 3・4 年生（サイエンスショー）の合同
親睦会を開催します。みなさまのご参加をお待ちしております。

成人保健体育委員会
◆

9/17(火)に第３回定例会を行いました。
・2~6 年生対象給食試食会について、集金、名簿作り、当日の流れの確認をしました。
・第 62 回三校親善スポーツ大会について、お手伝いの協力をお願いしたところ、3・4 年生の保護者か
ら多くの申し込みがありました。

◆ 活動報告 9~11 月
【給食試食会】
・9/5（木） お知らせ印刷・配布
・9/17（火） 試食会集金・名簿作成・その他準備
・9/30（月）2~6 年生保護者対象給食試食会 ※保護者４０名、委員１２名参加
【三校ドッジ】
・8/31（土） 大道ドッジ役員全員打ち合わせ 2 回目
・9/3（火） 三校ドッジ参加者募集のお知らせ配布
・9/10（火） お知らせ回収、集計
・9/20（金） 第 2 回三校ミーティング(9:00~大道小図工室にて)
・10/4（金） 三校ドッジ参加者のしおり&おてつ隊保護者用のしおり印刷、配布
・10/18（金）前日準備(15~18 時まで)
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・10/19（土）6 時過ぎにドッジ中止の連絡、8 時に大道ドッジ役員が集合し片付け
・10/21（月）雨天アンケート配布
・10/23（水）アンケート回収、集計
・10/26（土）大道ドッジ役員全員反省会
・10/28（月）第 3 回三校ミーティング反省会(9:00~大道小多目的室にて)
・10/31（木）12/24（火）終業式後、ミニスポーツ大会案を提出。校長・教頭先生から承認を得る
・11/7（木） ミニスポーツ大会参加者募集のお知らせ印刷
・11/8（金） ミニスポーツ大会参加者募集のお知らせ配布
・11/15（金） お知らせ回収・集計

校外指導委員会
◆ 9/26(木)に第 3 回定例会を行いました。
・各係からの活動報告を行いました。
・旗振り登校指導見直しについて話し合いました。(9 月旗振り登校指導参加者へのアンケートなど)
・三者連携係から、子どもまつりでの見守りカードアンケートの報告がありました。248 人の方に回答してい
ただきました。ご協力ありがとうございました。 約 90%の方が見守りカードを携帯していました。今後も活
動にご協力よろしくお願いいたします。
◆ 9/24(火)秋の全国交通安全運動街頭キャンペーンに参加しました。
◆ 10/17(木)｢こども 110 番の家｣の募集案内を配布しました。｢こども 110 番の家｣に 1 件新規登録の
予定です。
◆ 10/21(月)第 5 回三者連携全体会議に出席しました。
◆ 11/12(火)第 3 回東部地区交通安全対策協議会会議に出席しました。
◆ 【旗振り登校指導についての意見募集】
ご意見メール送信先：校外指導委員会 daido.kougai@gmail.com

あおぞら委員会
◆ 9/24(火)に第３回定例会を行いました。
・第２回連絡会議の報告
・あおぞら 333 号発行作業
◆ あおぞらに掲載する原稿の書き方に、間違いが多く見られるようになりました。もう一度、PTA ポケットガイ
ド P11 の『書き方の慣例』の＜かな書きにする言葉＞をご確認いただき、慣例に沿って原稿を作成する
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ようお願いいたします。
◆ 藤沢小学校、村岡小学校より広報誌が届きました。PTA 室に掲示しているので今後の参考にしてくださ
い。
◆ あおぞら第 335 号原稿作成・入稿のお願い
今年度もメールでの入稿にご協力をお願いいたします。
・送付先アドレス：11 月 18 日(月) の第３回連絡会議でお伝えした、原稿受付アドレスへお願いいた
します。
・メールには、委員会名・原稿作成担当者の名前と連絡先をご記載ください。
（原稿内容確認のため、ご連絡することがあります。）
・原稿締切日：1 月 14 日(火)（第４回連絡会議日）
・発行予定日：1 月 23 日(木)

事務窓口委員会
◆ PTA 室に、新しいコピー機が 9/19(木)に納入されました。
◆ 運動会、10/16(水) について
・自転車・バイクの駐輪許可制に関して、ご理解とご協力をいただきありがとうございました。
・受付・各所誘導および場内外パトロールには、各委員会、受付おてつ隊、男性保護者の方々合わせ
まして、128 名の方にご協力をいただきました。 ありがとうございました。
・当日受付記名者は、243 名でした。
・受付、パトロール担当者からの反省意見は、11 月の各委員会定例会の報告を追加してまとめたもの
を、来年度へ申し送ります。
・一般会員の方も、お気づきの点がありましたら、11 月中に各クラスの事務窓口委員までよろしくお願い
いたします。
◆ 会計より
・11/22(金) 2019 年度中間監査を行います。関係者の皆様、よろしくお願いいたします。
・PTA 会費の集金は終了いたしました。会員の皆様、学級学年委員さんご協力ありがとうございました。
◆ 卒業記念品について
11 月中にカタログを入手し、12 月に児童へ希望案を聞いて先生と相談のうえ決定する予定です。
発注は 12 月中の予定です。
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◆ 対外活動報告
会合名：藤沢東部地区青少年育成協力会 理事会
日時：2019 年 9 月 12 日(木) 13:30～
場所：藤沢青少年会館 3 階第 1、第 2 談話室
出席者：校長先生、事務窓口青少協担当者２名
内容：
① 青少年会館 秋の祭典、11/2（土）、3（日）開催 当番表記入→11/3（日）に参加記入
② サマーイベントの反省
昨年より参加人数が少なかったため、工夫が必要だった。コースを逆にしたらどうか。
③ 夏期パトロールの反省
駅周辺に様々な施設があり、知らないこともたくさんあったのでいい機会だった。
④ その他
藤沢公民館の移転により、 公民館まつりに不参加となった。その関係でもちつきの参加も不参加に。
もちつきの代わりのイベントを検討中とのこと。

会合名：青少年会館 秋の祭典
日時：2019 年 11 月 2 日(土)、3 日(日) 10:00～15:00（3 日のみ参加）
場所：青少年会館、若尾山公園
出席者：校長先生、事務窓口青少協担当者２名
内容：「魚つりゲーム/当てくじ」（1 回 50 円）の出店、店番
感想：私たちは当てくじの店番のお手伝いをさせていただきました。
子どもたちに大人気のお祭りで、たくさんの方々の協力のもと、子どもたちが楽しく健全に過ごしてい
る様子が見られました。少しでもお手伝いができて、私たちも楽しく過ごすことができました。
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各委員会 11 月～1 月の活動報告(変更箇所のみ)と予定(11 月 18 日現在)

事務窓口委員会

各委員会共通（会議など）
11/18(月)

第３回連絡会議

11/19(火)

青少協理事会

11/19(火)

研究発表会お手伝い

11 月中

卒業記念品の検討開始

11/22(金)

2019 年度中間監査

12/1(日)

湘南地区母と女性教職員の会

12/3(火)

2020 年度「PTA 委員選出お知

1/10(金)

1/14(火)

（母女）

らせ・校外委員先行募集」配布

12/3(火)

2・3 年授業参観懇談会受付業務

2019 年度「PTA 委員希望調査

12/5(木)

1・4 年授業参観懇談会受付業務

票」配布

12/6(金)

5・6 年授業参観懇談会受付業務

第 4 回連絡会議

12/14(土)

ウィンターイベント（青少協）

12/17(火)

冬期パトロール（青少協）

12 月中

備品チェック

12 月中

卒業記念品決定・発注

1/10(金)

第 6 回定例会

1/21(火)

青少協新年昼食会

1/24(金)

仮決算

学級学年委員会
11/18(月)

第 4 回定例会

12/6(金)

ベルマーク・テトラパック回収、
12 月ベルマーク通信発行

校外指導委員会

12/23(月)

1・2 年生合同親睦会

1/9(木)

3・4 年生合同親睦会

11/23(土)

ふれあい音楽会手伝い

1/14(火)

第５回定例会

11/25(月)

第 4 回定例会

1/15(水)

ベルマーク・テトラパック回収

12/6(金)

第 6 回三者連携全体会議

12/11(水)

年末の交通事故防止運動街頭キャン
ペーン

12 月中

冬季パトロール

1/17(金)

第７回三者連携全体会議

あおぞら委員会

成人保健体育委員会

11/18(月)

あおぞら 334 号原稿〆切

11/14(木)

藤沢市学校保健大会出席

11/27(水)

定例会・あおぞら 334 号発行

11/28(木)

第 4 回成人保健体育委員定例会

１/14(火)

あおぞら 335 号原稿〆切

１/23(木)

定例会・あおぞら 335 号発行

出席
12/24(火)
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ミニスポーツ大会実施

