
進化する子供の学び 

校長  笠嶋 誠     

 先日の朝活動での出来事です。１年生の教室で、６年生が読み聞かせの活動を行っていました。１年生に対し

て優しく丁寧に読み聞かせを行う６年生の姿。そして、その話を夢中で聞く１年生の姿。そのどちらの姿も素晴

らしく、しばらくその様子を温かな気持ちで見つめていました。コロナ禍の現在、毎年お世話になっているボラ

ンティア団体「オレンジママ」による読み聞かせの活動が停止していることを受け、６年生が１年生のために考

え出した活動とのことでした。６年生の自ら考え、自ら判断して行動した力。こうした力を今こそ育んでいきた

いと考えています。 

グローバル化や、スマートフォンの普及、ビッグデータや AI の活用などによる技術革新が急速に進み、予測

困難なこれからの時代。子供たちには自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、自ら判断して行動し、よりよい

社会や人生を切り拓いていく力が求められます。学校での学びを通じ、子供たちがそのような「生きる力」を育

むために、学習指導要領が約 10 年ぶりに改訂されたことは、すでにご案内のとおりです。中学年からの外国語

教育の導入、プログラミング教育の必修化など、社会の変化を見据えた新たな学びへと進化しています。教科書

も、新たに改訂されたものを使用しています。 

今回の学習指導要領では、各教科などの学びを通じて「何ができるようになるのか」という観点から、「知識及

び技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の 3 つの柱からなる資質・能力を総合的に

バランスよく育んでいくことを目指します。「知識及び技能」は、個別の事実的な知識のみでなく、習得した個別

の知識を既存の知識と関連付けて深く理解し、社会の中で生きて働く知識となるものも含んでいます。そして、

その「知識及び技能」をどのように活用するかという、未知の状況にも対応できる「思考力、判断力、表現力等」、

学んだことを社会や人生に生かそうとする「学びに向かう力、人間性等」を含めた資質・能力の 3 つの柱を一体

的に育成します。 

今年度、最初の通知表「かがやきいっぱい」をお渡しします。学習指導要領が資質・能力の３つの柱で再整理

されたことを踏まえ、各教科における評価の観点については、すべて「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「主

体的に学習に取り組む態度」の 3 観点になっています。「学びに向かう力、人間性等」については、観点別評価

や評定にはなじまない部分があることから、「主体的に学習に取り組む態度」として、「知識及び技能」を獲得し

たり、「思考力、判断力、表現力等」を身に付けたりするために、試行錯誤し学ぼうとしているかという側面を評

価しています。 

子供たちに必要な資質・能力を育むためには、学校だけではなく、家庭や地域

の皆様の理解と協力が欠かせません。学校で学んだことを日常生活で活用した

り、家庭や地域での経験を学校生活に生かしたりすることがとても大切です。お

渡しする「かがやきいっぱい」をきっかけとして、お子さんが学校で学んでいる

ことについて話したり、一緒に考えたりしてみてください。保護者の皆様の働き

かけが、必ず子供たちの「生きる力」を育むことへとつながります。 

＜１年生に対して読み聞かせをしている６年生＞ 

 

 

 

気力にあふれた たくましい 坂祝の子 
 美しさを大切にする心 友達を大切にする心 値うちある活動を大切にする心 

今月のめあて   「やりきる」 
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日 曜 朝の活動 １１ 月 行 事 予 定 下校時刻 ＰＴＡ  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 日     

２ 月 ぽかぽか 読み読み週間（～13日） 芸術鑑賞会 学費引落日 一斉下校15：15  

３ 火  ● 文化の日   

４ 水 セルフディフェンス  １３年下校１５：１５ ２４５６年生１６：００  

５ 木 朝読書 校外学習（なかよし） １・２年下校１５：１５ ３～６年生１６：００  

６ 金 帯活動  １・２年下校１５：１５ ３～６年生１６：００ PTA実行委員会・推薦委員会 

７ 土     

８ 日      

9 月 ぽかぽか 校外学習（１年生） 一斉下校15：15  

1０ 火 帯活動 クラブ １～３年下校１５：１５ ４～６年生１６：００  

11 水 帯活動  １３年下校１５：１５ ２４５６年生１６：００  

12 木 朝読書 校外学習（２年生） １・２年下校１５：１５ ３～６年生１６：００  

13 金 帯活動 校外学習（３年生） １・２年下校１５：１５ ３～６年生１６：００  

14 土     

15 日     

16 月 ぽかぽか ＱＵアンケート（～２０日） 通学班集会 一斉下校１５：３５  

17 火 帯活動 委員会 １２３４年下校１４：５５ ５６年生１６：００  

18 水 帯活動 校外学習（４年生） １３年下校１５：１５ ２４５６年生１６：００  

19 木 朝読書  １・２年下校１５：１５ ３～６年生１６：００  

20 金 帯活動 しらかし朝会 １・２年下校１５：１５ ３４５年生１６：００  

21 土     

22 日     

23 月  ● 勤労感謝の日   

24 火 帯活動 クラブ お話聞いてアンケート １～３年下校１４：５５ ４～６年生１６：００  

25 水 帯活動  １３年下校１５：１５ ２４５６年生１６：００  

26 木 朝読書 歴史講談（６年生） １・２年下校１５：１５ ３～６年生１６：００ ＰＴＡ地区委員会 

27 金 帯活動 関研修（５年生） １・２年下校１５：１５ ３４６年生１６：００  

28 土     

29 日     

30 月 ぽかぽか お話聞いて① 一斉下校15：15  

１１月の校外学習について 
 
 なかよし学級、１年生、２年生、４年生の校外
学習は、弁当・お茶等の準備をお願いします。 
  ３年生と５年生は、準備の必要はありません。 
 
 ●１１月 ５日（木） なかよし学級 
 ・岐阜県森林文化アカデミー 
 ●１１月 ９日（月） １年生 
  ・アクアトト    
 ●１１月１２日（木） ２年生 
 ・日本モンキーセンター 
 ●１１月１３日（金） ３年生 
 ・消防署見学  ※学校で給食を食べます 
 ●１１月１８日（水） ４年生 
 ・美濃和紙の里会館 
 
 ●１１月２７日（金） ５年生 
 ・関研修（関市自然の家） 
  ※新型コロナ感染症防止の関係で野外炊事
   は行わず、自然の家で調理される昼食を 
   食べます。 

 

栄光の記録！！ 
 
 ◎中日旗争奪可茂支部予選大会 準優勝 
 ◎読売旗争奪小学生バレーボール大会可茂支部予選３位 
【チーム：坂祝バレー】 
 ・６年生 山本 風歌 さん ・ 岡崎  郁李 さん 
 ・５年生 片桐 琉伽 さん ・ 古田 穂波 さん 
      松久 心優 さん ・ 村山 由弥 さん 
 ・４年生 足立 七彩 さん ・ 小林幸里女 さん 
 
 ◎第23回ナガセケンコー杯小学生新進大会 
 ・優 勝 ４年生女子 日下部 夢華 さん 
 ◎第37回岐阜県小学生ソフトテニス秋季大会 
 ・優 勝 ５年生男子 中村 佳嵩 さん 
 ・優 勝 ４年生女子 日下部 夢華 さん 
 ◎岐阜地区小学生秋季会長杯ソフトテニス大会 
 ・優 勝 ５年生男子 中村 佳嵩 さん 
 ・優 勝 ４年生女子 日下部 夢華 さん 
 ・準優勝 ６年生男子 落合 駿哉 さん 
            三品 諒典 さん 
 ・準優勝 ６年生女子 武山 愛佳 さん 
            土屋 莉愛 さん 
 ・３ 位 ５年生男子 荻曽 悠雅 さん 
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