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武川小学校では，日頃より，保護者や地域の皆様からたくさんのご

支援をいただき，教育目標に掲げる「確かな学力」「豊かな心」「健や
かな体」の調和のとれた「生きる力」を子どもたちに育成すべく，日々
教育活動に取り組んでおります。

取組を進める中で，子どもたちのよりよい成長をめざすためには，学
校と家庭，地域との連携が不可欠であることを再認識し，この度，小
冊子「かけ橋」を作成し，配付することといたしました。保護者や地域
の方々には，これまでも折に触れて武川小学校の様子についてご理
解をいただきながら，ご協力をいただいてまいりましたが，この「かけ
橋」を通して，今まで以上に保護者や地域の方々に学校の取組や教
育活動を知っていただき，応援をいただきたいと考えています。文字
通り，学校と家庭，地域をつなぐ“架け橋”として，活用を図り，子ども
たちを共に育んでいくことができれば幸いに思います。

学校では，これからも教育活動の充実に努め，家庭や地域に開かれ
た信頼される学校づくりをめざしてまいります。保護者や地域の皆様
には，未来を担う子どもたちの育成に一緒に携わっていただく「チーム
武川！」の構成メンバーとして，共にあゆみを進めていただきますよう，
ぜひよろしくお願い申し上げます。

「かけ橋」発刊にあたり

家庭の教育力 地域の教育力学校の教育力 ＋＋
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夢中になって，かかわり合って，輪（和）になって

◇何かに，また，何事にも夢中になれる 児童，教職員でありたい。
◇出会いを大切にし，人・もの・こととかかわり合える 児童，教職員でありたい。

◇思いやり，支え合い，輪になれる（和をつくれる） 児童，教職員でありたい。

夢や目標を持ち，自ら学び続ける子ども
＊基礎学力の定着，学び方の習得
＊体験的な学習，問題解決学習等による思考
力や表現力，活用力の育成

＊言語環境の整備
＊地域資源の活用と学ぶ意欲の向上
＊学び合い，高め合う学級づくり

人や自然を大事にする，心豊かな子ども
＊家庭・地域と連携した道徳教育の充実
＊人を思いやり互いの立場を認め合える環境
＊自己肯定感の育成 ＊読書活動の推進
＊当たり前のことが当たり前にできる
＊豊かな自然，人とのふれあい
＊勤労 ＊あいさつ

気力と体力を備えた，たくましい子ども
＊元気アップウイーク等，基本的生活習慣の
定着

＊体育や業前運動の充実，地域と連携した元
気アップ事業の定着による体力向上

＊保健指導や給食指導の充実
＊防犯・防災・安全教育の推進

地域連携

本物体験

◆武川小学校 グランドデザイン◆

「む・か・わ」にちなんで

北杜市 原っぱ教育
「不屈の精神と大志を持った人材の育成」

～夢を持ち 未来を切り拓く 心身ともにたくましい 北杜市の子ども～

・基本的な生活習慣の確立（早
寝，早起き，朝ご飯，姿勢，あ
いさつ等）
・家庭学習の習慣化(引活用)
・学習ボランティの協力
・ＰＴＡ活動の充実

・地域ぐるみの子育て支援
(健全育成に関わる諸事業)

・安全，安心(登下校)の取組
(青パト見守り，防犯防災)
・体験活動，学習への支援

家庭や地域に開かれ，信頼される学校

◇知徳体の調和のとれた教育が行われている学校
◇危機管理が行き届いていて安全で安心な学校
◇成果と課題を明確にし家庭地域と連携する学校
◇学び続ける魅力ある教職員がいる学校

県の国の
施策施策

【目指す学校像】
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４

月

武川小の主な年間学校行事
学校行事は，主に以下の行事があります。

■儀式に関係する行事 ■文化に関係する行事
■健康・体育に関係する行事 ■遠足・宿泊に関係する行事
■勤労生産・奉仕に関係する行事

縦割り顔合わせ入学式新任式・1学期始業式

５

月

月
６

１年生を迎える会 児童総会引き渡し訓練

地域探訪（３～６年生） 児童防犯教室 全校体力テスト

２



武川小の年間学校行事

武川チャレンジカップ授業参観

７
月

月
８

月
９

縦割りランチ

縦割り遊び 稲刈り（５年）

夏休み作品展ﾏｰﾁﾝｸﾞの練習（６年生） 自由研究発表会

防災訓練

３



武川小の年間学校行事

歌声集会

自由参観日秋季大運動会

月
11

10
月

月
12

みのり集会

秋の読書週間

児童会役員選挙 スケート教室（３年）

クラブ活動

２学期終業式
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武川小の年間学校行事

武川中学校入学説明会スキー教室（４・５・６年生）スケート教室（１・２年生）

月
２

１
月

写 真

月
３

新入生一日入学 ６年生を送る会 クラブ見学

第２回児童総会 卒業証書授与式 修了式
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あいさつ

返 事

生活のリズムの確立

ルール・約束

あいさつ

朝の「おはよう」から寝る前の「おやすみ」まで，当

たり前のことだからと言って，あいさつをしないこと
が習慣になっていませんか。あらためてあいさつを
することで，今までとは違ってよりコミュニケーション
ができると思います。家族の中だけでなく，近所の
人ともあいさつができたらほめてあげてください。

返 事

返事はあいさつ同様，人と人とがかわり合いなが
ら生活するときの基本です。よい返事やあいさつは
人と人とが気持ちよくかかわるスタートです。人に
呼ばれたら元気な声で「はい」と返事のできる子ど
もたちに育てたいと思います。「は」と「い」の間を短
くするとよい返事になります。

生活指導を家庭と一緒に！

生活リズムの確立

まずは「早寝早起き朝ごはん」を徹底することか

ら。規則正しい生活をすることは，子どもたちの生
活のリズムを整えるともに，情緒の安定にもつなが
ります。生活のリズムが整うと，一日を計画的に過
ごせ，生活に張りが出てきます。また，無駄な時間
もなくなってきます。

生活をするのに必要なルールや約束を守れるこ
とが大切です。なぜルール・約束が大切なのかを
理解させることも必要だと思います。道徳上のルー
ルやマナーも小さいうちから身に付けさせたいです。

ルール・約束
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既に各家庭においてそれぞれのルールや約束がある

と思います。子どもたちは，まず，家庭で，あいさつを
することや遊んだあと家に帰る時刻を守ること，使った
物を片付ける等の約束や生活上のルールを学びます。ま
た，人に迷惑をかけない，約束を守る等の道徳上のルー
ルや図書館などの公共の場では静かにする等のマナー等
を学びます。子どもたちは，家庭内でのルールや約束か
ら，家庭を一歩出て社会で必要なルールや約束を学びま
す。
学校でも，集団生活に必要なルールや約束の他，学習

上のルールや約束を守って子どもたちは生活しています。
その基礎となるのが各ご家庭でのルールや約束を守るこ
とだと思います。
もう一度各家庭において，「わが家のルール・約束」

を子どもとよく話し合ったり，確認したりしてみてはど
うでしょうか。当たり前のこととして，きちんと子ども
たちに守らせることが大切だと思います。

わが家のルール・約束の再確認を！

ゲームをする時間を決め
ること，携帯電話やスマー
トフォンを持っている場合
は，使うときの約束が必ず
必要です。
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「凡事徹底」と「一事徹底」

「凡事徹底」とは，当たり前のことを徹底
することです。「あいさつをする」「お礼を言
う」「靴をそろえる」「時間を守る」「提出期
日を守る」「約束を守る」「そうじをしっかり
とする」「整理整頓する」等々。当たり前の
ことをしっかりとできることが大切です。
「一事徹底」とは，一つの事を徹底するこ

とです。あれもこれも手をつけて，どれも中
途半端にするのではなく，一つの事を徹底
してやり遂げることです。そして，一つの事
をやり遂げたことが自信になって他の事に
も積極的になっていくことが期待できます。
「一時徹底」から「凡事徹底」さらに「万事
徹底」へと進めたら理想です。
「一事徹底」 「凡事徹底」 「万事徹底」も，

どれも小さな事を一つずつ着実に積み上げ
ていくことで可能になっていくのだと思いま
す。
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武川小にはこんな約束があります

９
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家族のコミュニケーションアップ

親子で語り合
う時間をたくさ
んもうけるよう
にしてください。

親子のふれあいを！
親子で一緒に遊ぶ，食
事する，お風呂に入る
などをしてください。
一緒に何かをすること
により，自然にコミュ
ニケーションができま
す。 あなた（子ども）

がいて幸せだという
メッセージを伝えて
あげてください。

子どもが愛されて
いると実感できるよ
うな会話をするよう
にしてください。
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睡眠の役割は、休息の意味だけではなく、子どもの成長に大きな役
割を果たしています。子どもたちが本来持つ能力を最大限発揮しなが
ら、心身共に健康に過ごす事ができるよう、より良い睡眠習慣でこども
を育てましょう。

○気持ちが落ち着く
○よく眠れる

●こころの不調：

イライラする，感情的に
なる，くよくよする

●自己肯定感の低下

○脳の疲労回復，体の成長
○傷やけが，病気の回復
○免疫力を高め，病気を予防
●心筋梗塞，脳血管障害，肥満，
糖尿病のリスク

○情報（学習・経験）の整
理，記憶

●集中力，判断力低下
●判断力，思考力低下

すいみん
○ 睡眠の効果
● 睡眠不足の弊害
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よりよい眠り
のために
（スリープヘルスの基本 神山 潤）

○朝の光

２５時間の生体リズムを地球
周期の２４時間にリセット。

○昼間の活動

心を安定させる物質「セロトニン」の
働きup、適度な疲労

×過剰なメディア接触や嗜好品（カ
フェイン、アルコールなど）は眠りを
妨げる

○光を避けて就寝

夜の光は交感神経
を刺激し眠りをさ
またげる。また〃
生体リズムを長く
して、地球周期
（２４時間）との
ずれを大きくして
しまう。

○規則的な食事

夜行性のネズミに昼、
食事を与えると、寝
ているはずの昼に
えさ探しをするよう
になった。

食事時間の変化で本
来持つ習性まで変化
してしまう

○規則的な排泄

腸の運動を整え、自律神経を調整。
緊張とリラックスの切り替えをス
ムーズにする。

人類は、日中に活動して夜になると休む，昼行性の動物です。この生
活リズムを守ることは，成長中の子どもの心と体と脳の健やかな発達に
とても重要です。また，子どもは調整能力が弱いので，リズムが崩れる
と戻りにくいという特徴があります。
子どもの睡眠習慣は大人の習慣の影響が大きいと
言われます。家族全員で生活習慣を見直し，よりよい
睡眠で子どものこころと体と脳を育てましょう。

よりよい睡眠の準備は 朝起きた時から始まり、
生活習慣の様々な場面に関係しているのです！
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生活のリズムの確立を ！

生活のリズムは，発育，心，学力面への影響があ
ります。規則正しい生活を！

早寝・早起きを！

毎日

毎朝 ：

：

に起きる

に寝る

早寝・早起き・朝ごはん

毎日しっ
かりと！

一日のスタートは朝食から

時刻を子どもと一緒
に決めましょう

しっかり眠って健やかに成長
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バランスのとれた朝ごはんを！

朝ごはんは１日のはじめに食べる食事なので、単に栄養素をとるだけでなく体を目覚め

させる働きもあります。胃腸など内臓を活発に働かせ、血流をよくし、体温を上昇させ、
排便もスムーズに行われるようになります。また、睡眠中エネルギー不足になっていた脳
にもエネルギーが補給されるため、朝ごはんを食べるとしっかり勉強することができます。
朝ごはんを食べて、次の３つのスイッチをONしましょう！

体のスイッチON！ 腸のスイッチON！ 脳のスイッチON！

栄養のバランスのとれた朝食が大切
ブドウ糖を上手に使うため
には、他の栄養素も必要 おにぎり

を食べて
ブドウ糖
を補給し
ただけで
は、脳は
働かない

朝食抜
きでは、
脳が働
かない

ブドウ糖

体温が上がり、やる気と
ともに、体力もUP！

朝ごはんを食べることで腸が
刺激され、おなかスッキリ！

脳にブドウ糖が届き
集中力や記憶力をUP！

朝ごはんを食べる意味
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朝ごはんで気持ちよく１日を
スタートさせましょう！

では、何を食べたらいいのかな？

朝ごはんメニューの工夫やヒント

常備しておくと便利な食材

くだもの・トマト

バナナ、みかん、ミニ
トマトなどナイフいら
ずで食べられるものな
らとっても簡単！

牛乳・チーズ・
ヨーグルト

冷蔵庫から出して
すぐに食べられま
す。カルシウムも
たっぷり！

納豆、ちりめんじゃこ、
ミックスベジタブル、
ツナ缶、サケフレーク、
ハム、ウインナーなど

手軽に使える食材を
ストックしておきま
しょう。

たまご
手軽に調理でき、買い置
きができ、安い。朝食メ
ニューの優等生！

☆ごはんやパンにあと３つ☆
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