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● 校訓 (より正しく・より豊かに・よりたくましく)

学校だより ★
帯広市立帯広小学校
Obihiro Obihiro
Elementary School
平成29年11月30日
ＮＯ ２２

学校力向上

「教育の成果を子どもの姿で示し 家庭・地域との信頼ときずなをさらに深める」

居心地のよい環境づくり

20 日（月）のこもれび学級参観週間から始まっ

た学期末参観日が，今日 30 日（木）で終わりま
した。保護者の皆様には多数ご参加いただきあり
がとうございました。家庭との連携を意識するた
め，計画通り「道徳の時間」を中心に（のぞみ学
級・生活単元学習，こもれび学級・自立活動）参
観していただきました。道徳の学習では，読み物
資料の内容を理解し，自分の生活や経験に置き換
え，友達の考えや先生の話をしっかり聴きなが
ら，自分なりの考えをもつことが大事です。お子
さんはいかがでしたか。それは，ノートやワーク
シート，発言や友だちとの意見交換の様子などか
ら確認することができます。算数のようにでき
る・できないでは確認できません。日常生活の中
で，行動として表せたときに，すかさず認め褒め
る，この繰り返しが道徳の評価となります。点数
では評価できない時間ではありますが，学び方の
基礎基本「聞く・話す・書く・考える・話し合う」
は，他の教科と変わりありません。落ち着いて授
業に臨むことができてこそ，じっくりと自分の日
常と向き合い考えることができます。

４年生

２年生

←↑こもれび学級（１・2 年）
ステップタイム 集中して学習できてい
ました。 20 日（月）

道徳の時間

↑６年

↑のぞみ学級（生活単元学習）
質問の答えや自分の考えをホワイト
ボードを使って学習 ２９日（水）

↑５年

28 日（火）

道徳の時間

３年

29 日（水）
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1 日（金）

★ノーテレビデー 登校指導 ＰＴＡ会費納入日（高）
クリスマスイベント 1･6 年 環境教育 5 年１～4 校時 すきっぷ

クリスマスイベント さくらんぼクラブ
図書ボランティアの方々が毎年行ってく
ださっています。子どもたちにとってとて
も楽しみなイベントです。

２日（土）
３日（日）
４日（月） ＰＴＡ会費納入日（低）クリスマスイベント 2･4 年･の
ＰＴＡ会費納入日 1 日・4 日
職員会議
給食費納入日 ７日
５日（火） ＰＴＡ会費納入日（予備）クリスマスイベント 3･5 年
予備日もありますが、お忘れなく、
６日（水） たてわり活動 すきっぷ
お願いいたします！
７日（木） ワクワク大作戦 児童会 給食費納入日
ワクワク大作戦 ＵＳＯ
８日（金） 給食費納入予備日 すきっぷ
たてわり班で遊びのコーナーをつくり、み
昔の道具・生活体験授業 3 年
んなで、遊びの交流をする時間です。
９日（土） 体育館開放日
ユニバーサル・スタジオ・帯小 です。
１０日（日）
１１日（月） ALT 協力授業 たてわり活動 給食試食 4 年 研修会議
学習サポート３～6 年 ６校時
１２日（火） ALT 協力授業
13 日（水）と 15 日（金）算数の弱点
１３日（水） クリスマス会（こもれび）３校時
単元を中心にティームティーチングで集
学習サポート３～6 年 6 校時 すきっぷ
中的に学び直します。
１４日（木） 朝の読み聞かせ 出前講座４年 4 校時 フッ化物洗口
１５日（金） ★ノーテレビデー 登校指導 全校集会
引き続き外部講師から新鮮な学び
学習サポート３～6 年６校時 すきっぷ
３・４・５・６年生が外部講師から新鮮
１６日（土）
な刺激の中で本物を学びます。
１７日（日）
１８日（月） 出前講座３年 2･3 校時 研修会議 給食試食 2 年
十勝毎日新聞で帯小が紹介されます！
１９日（火） 読み聞かせ 国際交流員訪問５年３校時
児童会の様子や学校のことと合わせて、各学
十勝毎日新聞みんな天才作品掲載日
年の代表作品が大きく掲載されます！
２０日（水） 出前講座５年３校時 すきっぷ
２１日（木） クリスマス会（のぞみ）フッ化物洗口
２２日（金） 租税教室６年 すきっぷ
２３日（土） 天皇誕生日 体育館開放日
冬期休業開始 1 月 21 日（日）まで
２４日（日）
学習のまとめとふりかえり，そして，早め
２５日（月） 命の教室６年５校時
の計画で備えましょう。楽しいことの前に，
２６日（火） 第 2 学期終業式
やるべきことをしっかりやって休みを迎え
２７日（水） 冬期休業 ～１月 21 日（日） 学習ＤＡＹ
られるようにしましょう。
２８日（木） 年末休暇
２９日（金） 年末休暇
学習ＤＡＹ 1 月 19 日（金）も
３０日（土） 年末休暇
自分の弱点を克服しましょう。12 月
３１日（日） 元旦
27 日と 1 月 19 日の２日間です。
新入学児童就学時健診
45 名の 4 月入学予定児童とその保護者・関係の
皆さんが来校しました。
新鮮な緊張感が校内に流れました。22 日（水）

のぞみ学級 毎朝の体力づくり
音楽が終わるまでの持久走です。
このあと縄跳びにも挑戦、毎日の積み上
げは大きな力となります。 24 日（金）

