
平成２９年４月２８日発行

(予定は変更することがあります)５月の主な行事予定

月 火 水 木 金 土・日

１ A週 ２ ３ ４ ５ ６(土)
１年生を迎える会 振替休業日 憲法記念日 みどりの日 こどもの日

７(日)春の校外学習 （4/22の振替）
マイランチの日
1年 13:30
2年 14:10
3～5年 15:00
6年 15:10

８ A週 ９ 10 11 12 13(土)
（香の川ボランティア）教育相談日 さわやか朝会 避難訓練 学年集会１・６年 検尿

14(日)ララ号来校 代表委員会 なかよし班編制 歯科検診
（6年・3-1）
カッパ座公演鑑賞
（１～３年）

1・2年 14:50 1～3年 14:50 1年 14:50 全校生 14:30 １・2年 14:50
3～6年 15:50 4～6年 15:50 2～6年 15:50 3～6年 15:50（マイスタディ15:00）

１５ B週 16 １７ １８ １９ ２０(土)
十河の日 歯科検診 内科検診 眼科検診 運動会準備 十河校区春季大運
ベルマーク回収 （２年･3-2･3-3） （１・５年） （１・３・６年） （５・６年） 動会 （雨天順延
家 庭 学 習 週 間 委員会活動 道徳の日 で，土曜は休日）

２１(日)（～20日） 食育の日
1・2年 14:50 １～4年 14:50 1年 14:50 全校生 14:30 １～4年 13:30
3～6年 15:50 5・6年 15:50 2～6年 15:50 5・6年 14:40（マイスタディなし）

２２ A週 ２３ ２４ ２５ ２６ ２７(土)
振替休業日 学年集会２・４年 内科検診 学年集会３・５年 国際交流員等小

２８(日)（5/20の振替） プール清掃 （３・６年） 歯科検診 学校訪問（６年）
（５・６年） （１年・4-1・4-2） なかよし活動
クラブ活動
１～３年 14:50 1年 14:50 全校生 14:30 １・2年 14:50
４～6年 15:50 2～6年 15:50 3～6年 15:50（マイスタディ15:00）

２９ B週 ３０ ３１
教育相談日 歯科検診 内科検診
プール開き （4-3・５年） （２・４年）

航空写真撮影 香り活動
（予定） （午前中）

1・2年 14:50 １～３年 14:50 1年 14:50
3～6年 15:50 ４～6年 15:50 2～6年 15:50

(予定は変更することがあります)【６月の主な行事等】

教育相談日５日（月）
委員会活動６日（火）
高松市特別支援学級連合宿泊学習（～８日）７日（水）
学校開放日１０日（土）
振替休業日１２日（月）
交通安全教室（１・４年）１３日（火）
十河の日・集団下校15日（木）
教育相談日、家庭学習週間１９日（月）
友だち集会・クラブ活動２０日（火）

【５月の生活目標】

「服装を整えよう」 （５年）
【年間努力目標】

① 正しい廊下歩行

② 毎日の無言清掃

③ 気持ちのよいあいさつ

学校だより 十河
よく見えるところにはってください。NＯ．２ ５月号



高松市立十河小学校＜校長室から＞
校 長 町川 哲

、 。 、 、平成２９年度が始まり もうすぐ１か月です ９５名の１年生を迎え 全校生は５８３名となり
友達や先生方と新たな気持ちでがんばっています。先日は学習参観、ＰＴＡ総会、学級ＰＴＡにた
くさんのご参加をありがとうございました。おかげをもちまして新体制が整いました。
今年度の十河小学校は昨年の社会科全国大会の財産を受け継ぎ、安心して楽しく学校生活が送れ

るように、以下のような教育活動に取り組んでいきます。
保護者の皆様や地域の方々のご理解や支え、見守りやお声かけをいただきながら、知・徳・体の

調和のとれた教育活動を「子どものために 「子どもとともに」進めてまいります。」
十河小学校教育および教育活動へのご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

平成２９年度 高松市立十河小学校 グランドデザイン
〇全校児童数 ５８３名学校教育目標

〇学級数「十河の香りを育み未来を拓き社会に出る教育」
【育成する資質・能力】 通常の学級 １９

（自立・協働・創造・探究・感性・健康） 特別支援学級 ４

めざす子ども像

心も体もすこやかな子学びをつくる子 認め高め合う子
( ) ( ) ( )探究・創造 自立・協働 感性・健康

研究主題

「十河の香りを育み未来を拓き社会に出る教育」
●｢十河の香り活動｣と各学習で育てたい力

探究活動Ⅰ「十河の水」 探究活動Ⅱ「十河の文化」 探究活動Ⅲ「十河の人」十河の香り活動
－水と緑の香り－ －歴史と文化の香り－ －人の技の香り－

〇地域の祭り 〇地域の古いもの 〇店や工場で働く人 〇安全･防災探究 創造 自立 〇飲み水 〇ため池･用水
〇麦･うどんづくり 〇菊づくり協働 感性 健康 〇米づくり 〇野菜づくり 〇古墳･遺跡 〇歴史地図

各学習で 生かす力学習 豊かな心学習 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学習 健やか学習
探究力 思考力 感性 人間尊重 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力 健康･安全育てたい
自己調整力 郷土愛 自律 環境資質･能力 協同･協働力 社会参画力

●十河小学校を支える３つの研修部会

授業づくり部会 香り活動部会 日常活動部会
○問題解決的実践学習 ○年間計画の作成 ○マイスタディの推進３部会
○板書、ノート、対話 ○十河の香り祭り(11月) ○家庭学習の推進
○アクティブ・ラーニング ○発信活動(2月) ○支持的学級づくり
○香川の教育づくり ○地域の方との連絡調整 ○体力つくりの推進

<実践上の工夫点>
① 校時表の工夫(水曜２･３校時…全校一斉「十河の香り活動」の時間)
② 異学年交流(１・２年は合同の生活科、３・４年、５・６年は学級を解体した課題別グループ編成)
③ 異校種間連携(保・小交流…生活科 小・中交流…児童会、生徒会活動)

次号からは、折に触れて各担当のお知らせや取り組み、子どもたちのがんばっている様子などを
学校だよりでお知らせしていきます。 お楽しみに。


