
 

 

 

年頭のご挨拶  田上町教育委員長

年頭にあたり新年のご挨拶を申し上

田上町教育委員会一同、健康で昨年以上

ますことを強く決意いたしております

 昨年４月、念願でありました、竹の

園を迎えました。田上町教育委員会は

置づけ、「田上の子は田上で育てる」「田上

教育」について精力的に取り組みを開始

た。田上の豊かな自然と人材、そのほか

全ての材・財を教育現場に充当し、生

いう展開であります。 

 家庭の教育力・地域の教育力が低下

われて久しくなります。それに比例するがごとく

児童・生徒の学力が低下傾向にあることを

機関の調査は示しております。 

新年度より小学校から段階的に新教育課程

されます。既に開始されている移行措置

時数の増加などの措置によって、学力低下

がかかりつつあります。 

        
「たけの子」に関するお

田上中学校武道場

平成 22年 10月に、田上町民体育館脇

学校武道場」が完成しました。さっそく

校の体育の授業で利用しています。新

い空間で身を引き締めながら授業に臨

ではないでしょうか。 
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田上町教育委員長 大矢 宏 

上げます。 

昨年以上に頑張り

いたしております。 

の友幼児園の開

は教育元年と位

田上の 12ケ年

開始いたしまし

そのほか町が有する

生かしていくと

低下していると言

するがごとく、

にあることを国際教育

新教育課程が施行

移行措置では、授業

学力低下に歯止め

するお問い合わせ･･･田上町教育委員会学校教育係

田上中学校武道場 

教育機関への期待は増大

し学校も教師も余りにも

み、オーバーフロー状態で、

や子どもとの触れ合う時間

を生んでいます。子どもは

学び」「社会で磨かれる」

歩む田上町では、家庭・

の役割を果たせるよう、

があるという認識に立ち

ただきたいと、お願いを

 田上の 12ヶ年教育は、幼

確かなものにすることで

を無くし、内容の充実と効果

ロジェクトチームを編成し、

 人の一生を受け持つ生涯学習社会

は、各種プログラムの充実

ます。学ぶことで豊かな

会を願い、ご挨拶といたします

田上町民体育館脇に「田上中

さっそく、田上中学

新しい畳、新し

臨んでいるの

～田上中学校武道場の貸

他の学校体育館の貸出

成 23年 4月以降を予定

詳細が決まりましたら

お知らせいたします。 

礼に始まり礼に終わる 

受身の練習中
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増大するばかりですが、しか

りにも多くの課題や問題を抱え込

、教師本来の業務である授業

時間が十分確保されない状況

どもは「家庭で躾られ」「学校で

」と言われます。自立の道を

・学校・地域社会がそれぞれ

、全ての大人は何らかの責任

ち、そしてそれを実践してい

いを申し上げます。 

幼・小の連携、小・中の連携を

かなものにすることで、小１プロブレム、中１ギャップ

効果を高めることを目標にプ

、鋭意検討を重ねております。 

生涯学習社会の構築について

充実に向けて研究を重ねてゆき

かな人生を送ることが可能な社

といたします。 

貸し出しについて～ 

貸出と同様の予定です。（平

予定） 

まりましたら、「生涯学習情報」等で

 

練習中 

バシッと受身 



 

 

 

 

        

～～～～それはそれはそれはそれは、、、、知知知知

 

 平成 20 年（2008 年）3 月、文部科学省

から実施され、平成 24年度は中学校、

全国どこの学校で教育を受けても、一定

科学省が定めているもので、教科書や

のでしょうか。今回は小学校に絞って
 

１１１１    新新新新しいしいしいしい学習指導要領学習指導要領学習指導要領学習指導要領のののの考考考考ええええ方方方方 

新しい学習指導要領は、子どもたちの

力」をはぐくむという理念のもと、知識

思考力・判断力・表現力などの育成を

言語や理数の力などをはぐくむための

業時数も増加させています。これからの

「詰め込み」でもありません。次代を

からの社会において必要となる「生きる

い。そのような思いで、新しい学習指導要領

さらに、「生きる力」をはぐくむためには

ご家庭や地域など社会全体で子どもたちの

が大切です。学校も様々な努力を行っていきますが

地域の皆様のご協力もお願いいたします

新学習指導要領の実施により、標準授業時数

 ①国語・社会・算数・理科・体育

 ②週当たりの標準授業時数が 1

この時数増に対応するため田上町では

って授業運営ができるよう配慮しました
 

２２２２

ねらいは

としています

あいさつや買い物、子どもの遊びなど

話したりする音声面の活動を行います

田上町では、すでに二人の外国語指導助手

ります。また、電子黒板等を活用しながら

 

｢｢｢｢生生生生きるきるきるきる力力力力｣｣｣｣とはとはとはとは 

知知知知・・・・徳徳徳徳・・・・体体体体のバランスのとれたのバランスのとれたのバランスのとれたのバランスのとれた力力力力のことのことのことのこと～～～～

田上町教育委員会教育長

文部科学省は小・中学校の学習指導要領を改訂し

、平成 25年度は高等学校で本格実施されます

一定の教育水準を確保するために、各教科等

や学校での指導内容の元になるものです。それではどのように

って主な改正点についてお話します。 

どもたちの現状を踏まえ、「生きる

知識や技能の習得とともに

を重視しています。また、

などをはぐくむための教育内容を充実させ、授

これからの教育は、「ゆとり」でも、

を担う子どもたちが、これ

きる力」を身に付けてほし

学習指導要領が定められました。 

をはぐくむためには、学校だけではなく、

どもたちの教育に取り組むこと

っていきますが、保護者や

いいたします。 

標準授業時数が増加します。小学校においては

体育の標準授業時数が 6 年間で約 1 割増加

1･2 年生で週 2 時間、3～6 年生で週 1 時間増加

では、委員会規則を改定し年間 5 日の授業日数

しました。 

２２２２    言語活動言語活動言語活動言語活動としてのとしてのとしてのとしての外国語活動外国語活動外国語活動外国語活動についてについてについてについて

平成 23 年度から、小学校 5 年生と 6 年生で週

「外国語活動」が導入されます。中学校や高等学校

につながるように、「コミュニケーション能力の素地

ねらいは 

①言語や文化に対して体験的に理解を深

②積極的にコミュニケーションを図ろうとする

③音声や基本的な表現に慣れ親しませること

としています。 

びなど身近なコミュニケーションの場面を設定

います。 

外国語指導助手を配置し、先生方とチームティーチング

しながら豊かな英語活動を心がけています。 

～～～～ 

田上町教育委員会教育長 丸山 敬 

し、小学校は平成 23 年度

されます。この学習指導要領は、

各教科等の目標や内容などを文部

それではどのように変わる

においては具体的に 

割増加します 

時間増加します 

授業日数を確保し、余裕をも

についてについてについてについて 

で週 1 時間（年間 35 時間）の 

高等学校における外国語科の学習 

素地」はぐくむこととしています。 

めること 

ろうとする態度を育成すること 

しませること 

設定して、外国語を聞いたり

とチームティーチング（TT）を行ってお

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江戸時代の有名な学者で新井白石がいます

んな話をして諭(さと)しました。「米櫃(こめびつ

しかし１年間か２年間、毎日一粒ずつ

ても増えたかどうかわからない。けれど

米は一粒ずつの増減ですが、学力の

はできません。子供は「勉強が分かりたい

意図的に「知を鍛える場」であり、教師

解し、教え方を工夫しています。 

（１）チームティーチング指導や少人数指導

人

進度

羽生田小

中

「

実施

からない時など、すぐに教えられ、細かく

伸ばせます。 

小・中学校ではさらに、「スキルタイム

ですが、小さいステップで、焦点化した

います。 

（２）教師は研修で授業技術を磨いています

  「教えるために学ぶ。」＝教師の大切

生田小では、子供たちが考えたことが

書き、友達と考えを交流させながら

ワードで、生徒を巻き込んで遅れがちな

する前向きな姿勢を育てています。

（３）生活習慣を整え、学習習慣の形成

  田上町の小・中学校は共に学力向上

います。具体的には朝ごはんを取り

されないで、家庭学習の時間を確保

ずつ米櫃に入れて増やしていく営みです

学習相談を行い、励まし子供の意欲

原ヶ崎交流センター（旧竹の友幼稚園

へ貸出しています。ホールのほかにも、

場所を会議室として利用することも出来
 

～こんなご利用はいかがですか？～ 

◆地区行事の会場として 

◆サークル活動の場として 

◆グランドピアノが入りました。ミニコンサート

としてもご利用いただけます。 

「たけの子」に関するお問い合わせ･･･

自分の考えを持ち学ぶ子供達 

 

がいます。その子供時代、遊びに夢中で勉強

こめびつ)から一粒の米をとってもお米が減ったかどうかは

ずつ取っていくと減ったことが分かる。反対に

けれど１年や２年、毎日一粒ずつ加えていると増

の増減では落ちるのは簡単です。反対に学力

かりたい。」と願い、目標を持ち頑張るでしょう

教師は、「分かった。できた。」の声を励みに

少人数指導できめ細かく指導しています。 

田上小では算数で、3,4 年でチームティーチング

人で指導＝ＴＴ指導）を、5,6年は１学年を３つに

進度やレベルに応じて指導する「習熟度別指導

羽生田小では算数で、3～6年で「ＴＴ指導」

中では数学で、1,2 年で１クラスを均等に２

「少人数指導」を実施し、英語では、1,2年で

実施しています。 

ＴＴ指導や習熟度別指導、少人数指導は、

かく指導ができます。子供も自分にあった指導を

スキルタイム」や「ミニパワーアップ」、「朝学習」の

した問題で基礎的な問題を実施し、弱点補強

いています。 

大切な心構えです。そのために校内研修を行

えたことが目で見て分かるように板書を工夫し、また

させながら考える力を育てています。田上中は、「学びあい・

れがちな生徒を支え、みんなが分かるようになろうと

。 

形成を指導しています。 

学力向上の土台は生活習慣にあると考えて

り、体調を整え、ゲームやテレビに流

確保することです。これが米粒を一粒 

みです。学校は提出した宿題を点検し 

意欲を引き出しています。 

友幼稚園）は、一般の方

、以前教室だった

出来ます。 

ミニコンサート会場

＜原ヶ崎交流センターの

田上町公民館で申

す。利用方法や、施設

0256－57－3114）へ

 

★ジェットヒーター

した。 

わせ･･･田上町教育委員会学校教育係 0256－57

学校指導主事

ワークシートに

勉強しなかった白石に父はこ

ったかどうかは分からない。

に米櫃に一粒のお米を加え

増えたことがわかる。」と。 

学力をつけるのは一朝一夕に

るでしょう。また、学校は計画的・

みに子供一人一人の特性を理

でチームティーチング指導（１クラスを２

つに分けて子供が希望する

習熟度別指導」を実施しています。

」を実施しています。田上

２クラスに分けて指導する

で「ＴＴ指導」をそれぞれ

、子供が困っている時や分

を受けることができ、力を

の名称で、１０～２０分間

弱点補強や繰り返し指導を行って

行っています。田上小と羽

また自分の考えをノートに

びあい・支えあい」のキー

かるようになろうと、教師は学習に対

センターの利用方法＞ 

申し込みを受け付けていま

施設の確認は田上町公民館（℡

へご確認ください。 

ジェットヒーター（大型暖房機）を導入しま

        57－6114 

学校指導主事 田村 一二 

ワークシートに取り組む子供達 



 

 

「たけの子」に関するお問い合わせ･･･田上町教育委員会学校教育係

【【【【全国協議会会長賞全国協議会会長賞全国協議会会長賞全国協議会会長賞】】】】    朝朝朝朝    目目目目がががが覚覚覚覚めたらめたらめたらめたら

【田上町長賞】“おはよう”は元気な朝のエネルギー

【田上町教育委員会賞】ありがとう この

【田上町園･校長会賞】なんでもきくよ 

【田上町ＰＴＡ連絡協議会賞】「ありがとう

【特別賞】子どものね 目を見て聞こう

【特別賞】わたしのともだち きみのともだち

【特別賞】「おもいやり」ルールを守る気持

【佳 作】ニコニコの かぞくのえがお

【佳 作】悩みごと なんでも話そう 

  

「楽しい子育て全国キャンペーン」～親子

我が家のルール～において、約 5 万点

校 1 年笹川夏実さんが見事「早寝早起

を受賞しました！また、町ＰＴＡと教育委員会

約束」の受賞者も発表します。残念ながら

家の約束」も立派な「約束」です。ぜひ

 12月 23日（祝）に、 

原ヶ崎交流センターに 

設置されたグランドピアノ 

のお披露目をかねて、田上町の音楽団体

協力でコンサートを開催しました。 

田上町出身の中山葉月さんによる特別演奏

まり、未来のピアニスト達のピアノ演奏

たがみ、あるもにあの歌姫たちの合唱

祭を飛び出した「文化祭で歌おう会」

雨音（あられ？）の伴奏が入りましたが

晴らしい演奏会でした。 

特別演奏 中山葉月さん 

田上町教育委員会学校教育係 0256－57－6114 

めたらめたらめたらめたら    まずはまずはまずはまずは「「「「おはようおはようおはようおはよう」」」」    心心心心ののののスイッチスイッチスイッチスイッチ。。。。    田上中学校田上中学校田上中学校田上中学校
    

のエネルギー！パワー全開”行ってきま～す”   
  

この一言が 思いやり        田上中学校
  

 いっしょになやんで いっしょにわらおう 羽生田小学校
  

ありがとう」そこからはじまる 家族の絆    田上小学校
 

こう 心の声を            田上小学校保護者
  

きみのともだち みんなてをつないで かぞくになれたらな 
  

気持ちから 家族力を高めよう     田上中学校
  

かぞくのえがお 元気でる          羽生田小学校
  

 家族にね            田上中学校

親子で話そう！家族のきずな・

万点の出展作品の中から、田上中学

早寝早起き朝ごはん」全国協議会会長賞

教育委員会で募集した「我が家の

ながら賞に選ばれなかった「我が

ぜひ、各家庭で実践してください。 

音楽団体の皆様のご

 

特別演奏から始

演奏、コーラス

合唱、ついに文化

」の合唱･･･時折

りましたが、とても素

コンサートにご協力いただいた

ただいた皆様、ありがとうございました
 

※グランドピアノの使用

申し込みが必要となります

民館へ（℡0256－57－

町音楽団体

        

田上中学校田上中学校田上中学校田上中学校 1111 年年年年    笹川笹川笹川笹川    夏実夏実夏実夏実    

 田上小学校 3年  佐藤 圭 

田上中学校 3 年  小林 加奈 

羽生田小学校 3 年   武内 澪奈 

田上小学校 4 年  菅 拓海 

田上小学校保護者  清水  沙生 

 田上小学校 1 年  小池 乃愛 

田上中学校 1 年  福井 和花 

羽生田小学校 2 年  渡邊  心太 

田上中学校 2 年  大湊  美妃 

いただいた皆様、ご来場い

ありがとうございました。 

使用については、事前にお

となります。詳しくは田上町公

－3114）。 

会場では立ち見が

出るほどの大盛況

でした！ 

町音楽団体の皆様の発表（合唱） 


