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※　　曜日ごとの授業時間 ：１年 ：２年 ：３年 ：４年 ：５年

５　　限
休　　憩
６　　限

３　　限
休　　憩
４　　限
給　　食
清　　掃

ドリル

帰りの会

 
：６年

4:40(3,4,9.10月) 5:00(5,6,7月) 4:20(11月) 3:50(12,1月) 4:30(2月)最終下校時刻

昼放課

朝の会・観察
１　　限
休　　憩
２　　限
業　　間

日課表　および　週時程

読　書 米っ子タイム

月 火 水 木 金

ぺたぴんとん・ドリル・読書

普通日課 短縮日課

通常の下校時刻は、帰りの会終了１０分後とします

読　書 ドリル８：１５

８：３０

かかわりと笑顔あふれる米津小学校
あかるく かしこく たくましく

米津小を支える家庭や地域の力
①子どもたちの安全を守る地域の取り組み 米小パトロール・キッズパトロールなど

②学校を支援していただけるボランティア活動 図書館ボラ・ライスボラ・クラブボラ・まちの先生な

かしこい米っ子

学習意欲を高める

○基礎的な学力の向上と定着

ドリル学習による基礎・基本の習得

○楽しく・分かる授業

米っ子対話と、考え書く活動のある授業

体験学習、教材・教具の工夫、課題解

決

○家庭での学習習慣づくり

学年に応じた家庭学習の継続

校長 丹羽 圭介

１：４５

２：３０

８：１５

８：３０

１０：４５

１１：３０

１：２５

２：０５

１０：３５

１１：１５

「確かな日常」をつくる教師の指導
○米っ子一人一人をよく見つめ、称賛とアイメッセージを心がけ話しかけます。

○教職員全員で情報を共有し、あたたかく米っ子を見守ります。

○ルールやマナーに対し、教職員も襟を正します。

「確かな日常」のある米っ子の姿
あかるいあいさつをしようとする米っ子 いのちをたいせつにする米っ子

うんどうやべんきょうをがんばる米っ子 えがおでおはなししようとする米っ子

おれいのことば「ありがとう」をいえる米っ子

「確かな日常」のある米っ子の姿のために
○登校 安全に登校し、米っ子や地域の人、同僚への挨拶に心がけ、笑顔で一日を始めます。

○ドリル・読書 着実に行い、基礎的な学力の向上を図ります。

米っ子タイム ＧＡ（その中でもＳＳＴ）を通して、互いを認め合う温かな心を育みます。

○朝の会 一人一人をよく見つめ、前日のよい活動を認め、意欲を高めます。

○授業 考える・書く・対話する活動と体験的活動を取り入れ、確かな学力をつけていきます。

○休み時間 会釈・トイレスリッパの整頓などのマナーを心がけ、友達と仲良く過ごせるようにします。

○給食 友達と協力して給食の準備をし、ルールを守って楽しく会食をします。

○掃除 学校をきれいにする清掃を通して、自分自身を磨く力を育てます。

○帰りの会 一日の活動を振り返り互いを認めあい、あたたかな気持ちで一日を終えるようにします。

○一斉下校 時間・ルールを守って安全に集団下校をします。

「アイメッセージ」と「称賛」を大切にし、「確かな日常」をつくる

あかるい米っ子

自尊感情を高める

たくましい米っ子

○自分を磨く奉仕の活動

児童会活動、ペア活動、もくもく清掃

○自分を鍛える活動

運動会、マラソン大会、部活動

○いのちを大切にする活動

避難訓練、一斉下校、人権集会

交通安全教室、救急法講習

心と体を鍛える

米津小学校区の一員

「米っ子タイム」を中心に

据えた教育活動全体で、

「かかわりの力」を育み、

「自尊感情」を高めます。
一枚岩の指導を行える教師集団
「確かな日常」のある米津小学校

笑顔ですごせる安心・安全な米津小学校

かかわりと笑顔を校区に広げる

「かかわりの力」

「自尊感情」

○米っ子タイム（ＧＡグループアプローチ）

かかわりのスキルやコツを習得

自己理解や他者理解

○あたたかな人間関係の中での授業

米っ子対話を取り入れた授業

○子どものよさを認め合う学級づくり

あたたかい雰囲気の朝の会、帰りの会

米っ子七つの合言葉、ＱＵ

かかわりの力を育み、

自尊感情を高めた米っ

子たちは、あかるく、か

しこく、たくましく、「自律

し共感のできる子」に、

成長していくんだ

こめ～！

こめたん
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校訓碑だよ こめ～！

◎あいさつができ、礼儀正しい子

◎互いのよさを認め合う子

◎あたたかな人間関係を築ける子

◎すすんで学習に取り組める子

◎問題を見つけ、解決しようと努める子

◎自分の考えを豊かに表現できる子

◎粘り強くやり遂げ体力を高める子

◎規則正しく生活し、健康管理に努める子

◎強い心できまりを守れる子

1年 ２年

「シュート ～ともにがんばり、ともに楽しもう～」

・笑顔であいさつができる子

・集中して取り組める子

・友だちのよさを認め、協力できる子

３年

「スクラム～よさを認め合い前向きにがんばれる子～ 」

・元気なあいさつや返事ができ、友だちを思いやれる子

・自分の思いや考えを言葉にし、伝え合える子

・周りの人の気持ちを考えて行動できる子

「ステップアップ ～自分を認め、みんなのために助け合う子

～」

・周りに目を配り、がんばりを認め合える子

・友達の考えを聴き、考えを深められる子

４年 ５年

「協力し合い みんなで高め合おう」

・高学年という自覚をもち、すすんで行動できる子

・周囲の人の気持ちを意識し、思いやりのある行動ができる

子

・目標に向かって努力できる子

６年

「互いに高め合い 米津小の顔となろう」

・最高学年として、全校の手本となる行動がとれる子

・課題を解決するために、自分で考え、行動できる子

・目標に向かってねばり強く取り組む子

ひまわり

「落ち着いた気持ちで、

友だちと仲よく

学校生活をおくる」

・きまりを守り、

落ち着いて生活できる子

・友だちを理解し、

がんばりを認め合える子

・友だちと仲よくできる子

１組担任 ２組担任

椎名 朱音 西村 純子

教頭 教務 校務 日本語教育 養護教諭 事務主事 専科 教科指導 通級指導 初任研補充・少人数

中村 博光 今村 敬子 神谷 千秋 壁谷 学 松田みちる 古市香緒里 都築あやめ 山田真理子 吉川公晴 岩瀬 吉孝

４月 入学式 ５月 絵をかく会 6月 林間学習 ９月 すげなわづくり

２月 米っ子集会1０月 運動会 １2月 マラソン大会 ３月 卒業式

１組担任 ２組担任 ３組担任

川口 早苗 中村 光希 菊地真由
１組担任 ２組担任 ３組担任

稲垣真奈美 西 花音 森嶋 幸子 １組担任

浅岡美由樹

１組担任 ２組担任

小嶋 靖子 杉浦 弥生
１組担任 ２組担任

櫻井 風矢 市石 和将
１組担任 ２組担任

齊藤 千花 梅田 弘貴

校訓「あかるく・かしこく・たくましく」のもと、徳・知・体の調和のとれた教育活動を展開し、かかわりの力を育み自尊感情を高めるとともに、児童一人一人の確かな学力と心身ともに豊かで健全な米っ子を育てる。

２組担任

田中 英晃

３組担任

榊原真知子

教育アシスタント 教育アシスタント 教育アシスタント 学校事務アシスタント 学校司書 用務員

近藤 弥生 鈴木 香奈 大橋 美紀 木田 里奈 日比野康子 近藤佐登美

「なかよく 元気いっぱい」

・元気なあいさつ、返事ができる子

・話が静かに聞ける子

・みんなとなかよくできる子

１０月 修学旅行

5月 交通安全教室


