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刈羽小だより

２学期が始まって、１カ月が経ちました。子どもたちは夏休みに多くの経験をし、
また学校に元気な声が響いています。今は10月に予定されている校内マラソン大会、
創立40周年記念音楽会に向けて、全力で取り組んでいます。10月も子どもたちの活躍
する姿を楽しみにしたいと思います。

ところで、先日、本屋さんで気になる本を見つけ、購入しました。本のタイトルは、
川島隆太監修 松崎泰・榊浩平著『「本の読み方」で学力は決まる』（青春出版社
2018年）です。

本書の中で示されていますが、図１－
３にあるように、小学生では平日の読書

時間が１～２時間が最も成績がよいこと
が分かります。また、図２－５にあるように、読書・勉強・睡眠時間の関係では、「小

学生は勉強２時間やるより、勉強１時間＋読書１時間がベスト」（睡眠８時間以上）
と結論づけています。その理由として、「小学生のうちはたくさん勉強させるよりも、

たくさん読書をして幅広い知識や視野を身につけさせたり、豊かな感受性を養ったり
したほうが学力に結びつく」からとしています。私もこの意見に賛成です。

また、読み聞かせについては、次のように述べられています。
「忙しい毎日の生活の中に、多少無理をしてでも読み聞かせの時間を作ることで、か

えって皆さんが楽になれます。子育てが楽しくなります。そして、読書の習慣を持つ
ことができた子ども達は、学童期以降、自分達の学習の努力がちゃんと試験の成績に

反映されるようになります。
逆に、スマホやタブレットにだけ子育てを任せていると、時間的には楽になったよ

うに思える代わりに、読み聞かせをする子育てと比べて、親子の関係はうすっぺらな
ものになり、子育てストレスも増えます。そして本の楽しさを知らずに育った子ども

達は、自分の学習の努力が試験の成績に反映されない悲しい事実に直面することにな
ります。」

学校でも読書活動の充実を図っていきますが、ご家庭におかれましても読み聞かせ
を含む読書環境の充実に努めていただきたいと思います。

校長 佐藤 克己

「本の読み方」で学力は決まる



５年生自然教室 ８月２9日～31日
国立妙高青少年自然の家で、８月29日(水)から31日(金)に５年生が２泊３日の自然教室

に行ってきました。３日目のオリエンテーリングは雨のため、室内で行いましたが、それ

以外は屋外での活動ができました。

１日目の妙高アドベンチャーでは、いろいろなゲームを通して、自分から積極的に取り

組むこと、仲間と協力することの大切さを学びました。夜にはナイトハイクを実施し、夜

の森の神秘さや星空の美しさを体験しました。

２日目のびっくり野外炊事では、各グループで決められた食材を余らせることなく使い

切るために相談し、マッチでつけた火から薪で調理して、おいしい昼食が完成しました。

夜のキャンプファイヤー

では、各グループのスタ

ンツ（寸劇）で楽しい思

い出ができました。

この経験を今後の学校

生活に生かしてほしいで

す。

学習指導改善調査事業 公開校実践事例報告会 ９月1２日

９月12日（水）に、新潟県・新潟市小学校教育研究会指定の「学習指導改善調査事業公

開校実践事例報告会」を開催し、県内各地から50名を超す先生方が来校されました。

今回の報告会は、2020年度から小学校で全面実施される新学習指導要領に沿った、これ

からどの学校でも実施していく「主体的・対話的で、深い学び」の授業を実現すべく、３

年間にわたる研究の成果を発表する報告会でした。

当日は片桐研究主任によるこれまでの研究の取組の発表、１年２組国語「海のかくれん

ぼ」（田中教諭）、４年国語「アップとルーズで伝える」（吉田教諭）、５年国語「大造じい

さんとガン」（星野教諭）の授業公開をし、各学級での分科会を実施しました。

参加された他校の先生方からは、「田中先生の様々な場面での声がけ、積み重ねてこら

れた規律、見通しをもった指導は素晴らしかったです。」「４年生の子どもたちの能動的な

姿勢の中に、説明文の構成や段落相互の関係を身に付けさせようとする授業者の意図がよ

く伝わってきました。」「５年生の落ち着いた雰囲気、そして温かい子ども同士の関係が素

敵でした。」等の感想をいただきました。今回の報告会でいただいたご意見やご指導を踏

まえて、授業改善にこれからも取り組んでいきます。

１年２組（田中教諭） ４年（吉田教諭） ５年（星野教諭）

８ ・ ９ 月 の 出 来 事８ ・ ９ 月 の 出 来 事



刈羽村合同敬老会 ９月16日
９月16日(日)に、４年に一度の刈羽村合同敬老会がラ

ピカ・アリーナで行われ、２年生が歌「メッセージ」「子

犬のビンゴ」「刈羽小学校校歌」、鍵盤ハーモニカ演奏「か

えるの合唱」を発表しました。

これまでの練習の成果を存分に発揮し、素晴らしい歌

声と演奏ができました。

かりっこ体験会 ９月２0日
９月20日(木）に、来年度入学予定の子どもたちを迎

えて、１年生による「かりっこ体験会」が行われました。

当日は国語で勉強した「うみのいきもの」を紹介したり、

学校を案内したりして、お兄さん・お姉さんぶりを発揮

していました。２月に予定されている移行学級も楽しみ

です。

柏崎刈羽親善陸上大会 ９月20日
９月20日(木)に、柏崎刈羽親善陸上大会が行われ、５

・６年生全員が参加しました。子どもたちは自己ベスト

を目指して、頑張りました。特にリレーでは、男子が２

年連続１位、女子も２位と、刈羽小旋風を巻き起こしま

した。応援も、大きな声を揃えて、最後まで頑張りまし

た。

不審者対応の避難訓練 ９月25日
９月25日(火)に、柏崎警察署生活安全課スクールサポ

ーターの澁谷昇様をお招きして、不審者対応の避難訓練

を実施しました。

後半の特別指導では、登下校中に不審者につかまりそ

うになったら、ランドセルを捨ててその場から逃げるこ

とを、実演をとおして教えていただきました。

砂丘桃についての講演 ９月25日
９月25日(火)に、３年生は砂丘桃について正明寺園芸

組合長の小黒健市さんから、お話をお聞きしました。砂

丘桃のつくり方や桃のジュースについて、また砂丘桃の

歴史について詳しく教えていただきました。

子どもたちは、砂丘桃をつくる苦労や長い歴史を知っ

て、驚いていました。



前期学校評価について
保護者アンケート結果 左より とてもそう思う・思う・あまり思わない・思わない

１ 親子で立てた、メディア利用のル－ルを
守ることができましたか。

２ 生活リズムを整え、健康に過ごすことが
できましたか。

３ 親子で読書に親しんだり、共に学ぶ時間をも
ったりすることができましたか。

４ 地域の行事に参加するなど、地域とかか
わりをもちましたか。

５ あなたのお子さんは、毎日、学年×１０分以上、
家庭学習に取り組んでいますか。

６ あなたのお子さんは、相手の気持ちをよく考えて言
葉がけをしたり行動したりしていると思いますか。

７ あなたのお子さんは、家族や地域の人と
元気にあいさつをかわし合っていますか。

８ あなたのお子さんは、返事はよいですか。

９ あなたのお子さんは、すすんで手伝い
・仕事をしていますか。

10 あなたのお子さんは、学校行事で、仲
間と協力して取り組んでいますか。

11 あなたのお子さんは、進んで体を動か
していますか。

12 あなたのお子さんは、体力向上を目指し、目標に
向けて自主的に活動することができましたか。

13 学校がやっていることや、やろうとしていること
の説明は、十分行われていると思いますか。

14 職員が問い合わせや相談に親身に対応
していますか。



児童アンケート結果 左より とてもそう思う・思う・あまり思わない・思わない

（設問１は左より よくわかる・だいたいわかる・あまりわからない・わからない）

保護者アンケートの結果について

○質問３の「親子で読書、共に学ぶ時間をもつ」の「とてもそう思う」「思う」が昨年度よりも高
い数値となりました。ご協力ありがとうございました。

○質問13の「学校からの説明」、質問14の「問い合わせや相談に親身に対応」の「とてもそう思う」
が昨年度よりも低い数値となりました。学校だより・学年だより・各種たよりでの丁寧な説明、
お問い合わせに対する職員の対応等につきまして、改善に努めてまいります。

いただいた主なご意見について
○メディアコントロール

「メディアコントロールで、親子で良い習慣を考えることができた。」「メディアの使用が軽
減され、読書に親しむことができて良かった。親子での会話も増えた。」などのご意見をいただ
きました。しかし、「メディアコントロールの記入が負担に感じることがある。」とのご意見も
いただきました。記入にはご負担もおかけしますが、巻頭言にも書かせていただきましたよう
に、メディアの使用を減らした分を読書や親子の会話に使うことで、よりよい家庭での習慣づ
けを図ったり、親子のコミュニケーションの時間を増やしたりしていただきたいと思います。

○オープンスクール
「昨年度のように１日オープンスクールを行ってほしいです。仕事の都合でなかなか参観できない

ので、１日オープンスクールにしていただけると、都合のつく時間に行けるからです。」とのご意見
をいただきました。オープンスクールについては、今年度は１回となりましたが、お子さんの
学習の様子をご覧いただく機会は多くとるようにします。また、学習参観日以外でも、いつで
も学校においでいただき、授業等をご覧ください。

○緊急時引き渡し訓練
「緊急時引き渡し訓練を実際にやって、とても良かった。引き続き改善しながら続けてほし

い。」とのご意見をいただきました。毎年実施は難しいところもありますが、引き続き実施して
いきたいと思います。

１ 国語と算数の勉強はわかりましたか。

２－１ 学びの五か条は身に付きましたか。
（時間を守る）

２－２ 学びの五か条は身に付きましたか。
（話を聞く）

２－３ 学びの五か条は身に付きましたか。
（家庭学習をする）

２－４ 学びの五か条は身に付きましたか。
（学習の準備をする）

２－５ 学びの五か条は身に付きましたか。
（はっきり話す）



３ 思いや考えを分かりやすく伝えることがで
きましたか。

４ 友達の考えを聞いて自分の考えが深まりま
したか。

５ 分からないことや知りたいことを分かるま
で取り組みましたか。

６－１ 心の３か条は身に付きましたか。
（元気にあいさつ）

６－２ 心の３か条は身に付きましたか。
（はっきり返事）

６－３ 心の３か条は身に付きましたか。
（進んで手伝い）

７ きまりやマナーを守って生活できました
か。

８ されたらいやなことは友達にもしないで生
活できましたか。

９ 誰とでも仲良く友達に優しく言葉をかける
ことができましたか。

10 授業やファミリーで人と楽しく活動できま
したか。

11 自分の仕事を進んでしたり協力したりする
ことができましたか。

12 運動するのが好きですか。

13 元気アップカードなどを使ってめあてをも
って進んで運動に取り組みましたか。

14 我が家のメディア利用のルールを守ること
ができましたか。



児童アンケートの結果について

○質問２－３「家庭学習をする」、質問４「友だちの考えを聞く」、質問９「誰とでも仲良く」は、
「とてもそう思う」「そう思う」を合わせた数値が、昨年度よりも高くなりました。学びのルー
ルを自分で決めて自分から取り組む、誰にでもやさしくできる子どもをさらに増やしていきま
す。

○質問６－３「進んで手伝い」、質問13「進んで運動」の「とてもそう思う」「そう思う」を合わ
せた数値が、昨年度よりも低くなりました。手伝いについては、ご家庭でのお子さんの仕事を
決める、家族で料理を一緒に作る等の取組をお願いします。運動については、取り組みたくな
るカード類を作成し、継続的に取り組んでいきます。

親善水泳大会（第一ブロック ７月31日）の結果
７月31日（火）に、柏崎アクアパークで柏崎刈羽親善水泳大会（第１ブロック）が開催され、素晴らしい活躍を

しました。

５年男子 ６年男子
１００Ｍ自１位 遠藤里生楓 １分３４秒１４（３位） ５０Ｍ背６位 小池 優真 ５６秒０６

５位 渡邉 咲来 １分５６秒６０ １００Ｍ自７位 小林 快 １分５２秒２３

８位 三五 稜葵 ２分２８秒６８ ８位 入江 諒一 １分５４秒１６

５年女子 ６年女子
５０Ｍバ２位 東城陽花里 １分０１秒６２（６位） ５０Ｍ自２位 品田 楓莉 ４４秒８１

５０Ｍ背１位 鬼山 愛唯 ５４秒９０（１位） ５０Ｍ平１位 小林 來花 ４８秒７３（２位）

１００Ｍ自４位 武本 乃娃 １分５８秒６８ ５０Ｍ背１位 吉田 愛璃 ３９秒８２（２位）

５位 小林 愛未 ２分０８秒７７ １００Ｍ自５位 町田ふうか １分４３秒２２

７位 髙橋 佑音 ２分１１秒３７ ６位 町田ほのか １分４６秒７３

８位 小林 風香 ２分５９秒０３ ８位 小川 晴花 １分４8秒08

自：自由形 平：平泳ぎ 背：背泳ぎ バ：バタフライ （ ）内は郡市内順位

リレー種目
男子２００Ｍフリーリレー ６位 ３分０７秒９４
遠藤 里生楓 渡邉 咲来 入江 諒一 入澤 勇人

男子２００Ｍメドレーリレー ６位 ３分５９秒６６
遠藤 里生楓 小池 優真 入江 諒一 入澤 勇人

女子２００Ｍフリーリレー ３位 ２分４４秒３９
吉田 愛璃 小林 來花 品田 楓莉 小川 晴花

女子２００Ｍメドレーリレー ３位 ３分０５秒７４（６位）
吉田 愛璃 小林 來花 品田 楓莉 小川 晴花

７月24日（火）の親善水泳大会激励会の様子です。

刈羽コミュニティ・スクールは、今年で５年目となりました。さ
らに、コミュニティ･スクールを村民の皆様に知っていただきたい、
身近なものにしていきたいと考え、ロゴマークを作ることになりま
した。右の絵は、参考例です。応募用紙と募集箱は小学校、中学校、
保育園、役場、商工会、ラピカ、荒浜駅前郵便局、刈羽郵便局、子育
て支援センター､社会福祉協議会にあり、応募期間は12月３日(月）ま
でです。
多くの方から応募いただき、さらに刈羽コミュニティ･スクールを盛

り上げていきましょう。

刈羽コミュニティ･スクールのロゴマークを募集しています



10月の主な予定

校内マラソン大会

２日（火） コミュニティ・スクール

学校運営協議会③

４日（木）
校内マラソン大会予備日

諸費入金締切

５日（金） クラブ

８日（月） 体育の日

９日（火） 児童朝会

１２日（金）
全村あいさつ運動

委員会

１４日（日） 刈羽さわやかマラソン

１６日（火） なかよし朝会

１９日（金） 委員会

刈羽小学校創立４０周年

２０日（土） 記念式典＆記念音楽会

（村第２体育館）

２２日（月） 振替休業日

全校朝会

２３日（火） 大掛臨床心理士巡回相談

４年生音楽課外開始

２４日（水） 第１回移行学級

（就学時健康診断）

２６日（金） 全校読み聞かせ

２７日（土） 刈羽中学校合唱コンクール

全校朝会

３０日（火） 代表委員会

６年生親子行事

３１日（水）
学校保健委員会

（６年全員参加、刈羽中）

親善陸上大会（９月20日）の結果
５ 年 ６ 年

男子１００Ｍ ３位 渡邉 咲来 １５秒０５ 男子走り高跳び １位 山田 大翔 １４１ｃｍ
男子走り幅跳び ４位 遠藤里生楓 ３６４ｃｍ 大会タイ記録

７位 細川 結大 ３４４ｃｍ 男子走り幅跳び ２位 五十嵐健成 ４１６ｃｍ
女子８００Ｍ ３位 安達 爽良 ２分４７秒２０ ４位 鈴木 太一 ４０９ｃｍ
女子走り高跳び ７位 小黒 琉夏 １００ｃｍ 女子１００Ｍ ６位 井澤 未友 １５秒２９

女子走り幅跳び １位 町田ほのか ３６１ｃｍ

男子４×１００Ｍリレー １位 ５５秒０８ 女子４×１００Ｍリレー ２位 １分００秒４７
㕝子 優真 五十嵐 健成 渡邉 咲来 山田 大翔 小林 朋叶 加納 理美 町田 ほのか 井澤 未友

順位は、郡市内総合のものです。

よろしくお願いします

２学期から３名の職員が刈羽小学校に新た
に加わりました。保護者や地域の皆様に教
えていただきながら、子どもたちのために、
刈羽小学校のために、刈羽村のために全力
を尽くしてまいります。よろしくお願いい
たします。

栄養士 近藤 祐美子

子どもたちの「いただ
きます」「ごちそうさま」
の元気な笑顔を励みに安
心で安全な美味しい給食
作りを頑張ります。どう
ぞよろしくお願いしま
す。

指導補助員 広田 久美子

笑顔あふれる”かりっ
子”たちの元気な声が毎
日たくさんのパワーを与
えてくれます。そんな子
どもたちと共に、学び合
い、育ち合えるよう努め
たいと思います。どうぞ
よろしくお願いします。

校務員 宮島 敏

２学期より校務員とし
て、刈羽小学校に勤務し
ています。元気いっぱい
に楽しく登校してくる子
どもたちに、きれいな学
校を提供できるように頑
張ります。どうぞよろし
くお願いいたします。

10月20日（土）は、品田村長様はじめ多くの来賓を

お招きして、刈羽小学校創立40周年の記念式典と記念

音楽会を９時から行います。村第２体育館に是非おい

でください。




