
校内で実施した「夏
休み“読書感想文”」
優秀者表彰について
は，学校ＨＰで紹介し
ています。 

 

 
     
実りの秋本番，体・徳・知のバランスのとれた「つけたい力」の定着を!! 

～続くコロナ禍の中，学びを着実に進めていきます。皆様のご理解とご協力を!!～ 
 
確かな秋の訪れが感じられる季節となりました。新型コロナウイルス感染拡大については，減少傾向

が見られていますが，学校では引き続き感染防止の取組をしながら教育活動を進めていきます。保護者・

地域の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

さて，学校では今，運動会（テーマ「全力！協力！元気よく！～気合い MAX！最後まで～」）の 

準備や練習に児童が意欲的に取り組んでいます。学校では，行事等の様々な教育活動で「つけたい力」

を明確にして指導・支援をしていきます。毎日の授業づくりでは，確かな学力をつけるという視点をより

明確にして取組を進めていきます。今年度，６年生を対象として実施された全国学力・学習状況調査の結

果では，全国・県平均を着実に上回る結果が出ております。課題については，全学級で授業改善の取組を

進めていきます（裏面に詳細を記載）。今後も，自ら課題を見つけ課題解決を工夫して行うこと，自主的

な家庭学習の質を高めること（予習を含む）等，主体的に学ぶことに重点を置いて取組を進めます。 

また，実りの秋を実感させるように，「靉光記念北広島町児童生徒自画像展」「山県郡科学研究作品展」 

において，多数の入賞者が出ています。自画像展では，町内最多の 1６名が入賞者となりました。科学研

究でも，郡内最多の優秀者９名がありました。非常に喜ばしいことです。学校でも，読書感想文・挨拶・

掃除等を含め多様な表彰等を行って，児童のよい所を見つけしっかりと評価し意欲を持って学習・生活

ができるようにしていきます。保護者・地域の皆様には，引き続いて登下校の安全・ふるさと学習への協

力などをよろしくお願いいたします。 
 

第15回 靉光記念北広島町児童生徒自画像展 表彰   
 
 
 
 
 
 

令和4年度 山県郡科学研究作品展 入賞 

  
 
 
 

 
 
 
 
地域と一体となって学校づくりを進めるための「学校運営協議会」を 

開催しました。当日の授業参観には，依頼を受けて地域の民生委員の皆 

様（４名）にも参加していただくことにしました。児童が落ち着いて学 

習している様子・タブレット端末を活用した授業・外国語科での児童の 

活動に感心をされていました。会議では，前期の学校の取組の自己評価 

・学校の特色ある取組について評価・助言をしていただきました。 

民生委員の方には，地域での児童の安全確保（登下校の見守り・児童 

虐待）について情報提供をしていただくお願いをしました。 
 
 
 

賞 受賞者 賞 受賞者 

優秀賞 1 年 財間碧衣   2 年 山広 竜人 4 年 石川 歩 佳作 3 年横田 航大 

入選 1年 小泉 壱世     小泉 瀧     佐藤 梨凛夏     中尾  幹     迫田 隆之介  
2年 石川  玲     山下 綾音  四郎田 龍斗    髙杉 聡太郞   
3年 古竹 世菜        4年 益田 幸樹     6年 鍵 美桜姫    

学年 優秀賞者 研究テーマ 学年 優秀賞者 研究テーマ 

２ 中下 心晴 
かたつむりのけんきゅう においにさ
そわれるの？ 

３ 吉田 和香菜 シャボン玉にはふしぎがいっぱい 

３ 財間 雄聖 ペットボトルろかそうちをつくろう! 4 横田 みなみ 雨がふったらすずしいの？ 

４ 廣田 蒼空 
メダカの色のふしぎについて調べよ
う！ 

５ 谷本 英太 
炭酸ジュースは，ほねをとかすっ
て本当？ 

６ 伊藤 昇馬 
海のゴミと海流には関わりがあるの
だろうか 

６ 中野 莉紗子 色々蒸発 

６ 中野 結仁 川こは塩があるのか 

賞 受賞者 賞 受賞者 

入賞 ４年 呉川 夏美  ５年 後案 唯花 佳作 １年 後藤 真帆 

八重東小学校 学校便り 
 TEL:0826-72-2159  E-mail：yaehigashi-e@town-kitahiroshima.ed.jp  ＨＰ：http:// www.khiro.jp/yaehigashi-es/ 

 

第２回 学校運営協議会を開催(9/20) 

 

学校 HP 

ＱRコード 

令和４年 10月 3日 

 

  

第14回 古保利薬師児童生徒写生大会 入賞 

 

tel:0826-72-2159
mailto:yaehigashi-e@town-kitahiroshima.ed.jp


 
全国の小学校６年生を対象にした全国学力・学習状況調査が４月 19 日に実施され，結果が公表され

ました。 ６年学級の平均正答率をみてみると，正答率では，実施された国語・算数・理科の教科におい
て，３教科ともに着実に全国・県平均を上回る結果となっており，概して着実に学力が定着している結
果となっております。ただし，学力の定着度には，大きな個人差があるという実態もあります。個々の結
果を個別指導に生かしていくとともに，調査結果の分析を基に６年生をはじめ全学級で，さらに授業改
善(主体的・対話的で深い学び，つけたい力を明確にした授業等)をしていきます。  
授業改善とともに，家庭学習の充実・個別の指導に関わっては，家庭と連携して取組を進めます。ご

理解とご協力をよろしくお願いします。 
 

【全国学力・学習状況調査の結果について】 ※A-知識・技能 B-思考・判断・表現力 

 
  
≪国 語≫  
◎ 問題別では，特に正答率が高いのは「話し言葉と書き言葉を理解している」「文章全体の構成・書き表し方等に着目
して文や文章を整える」「必要なことを質問し話し手が伝えたいことや自分が聞きたいことの中心をとらえる」こと等
の項目であった。 
⇒【課題と取組】「互いの立場や意図を明確にしながら計画的に話し合い，自分の考えをまとめる」「登場人物の行
動や気持ち等について，叙述を基にとらえる」「表現の効果を考える」「漢字を文の中で正しく使う」等について
は，正答率が低い児童がいたので，目的に応じて本や文章全体を概観して中心となる語や文を見つけること・叙
述に着目して登場人物の心情を読み取ること，新出漢字を使って作文すること，作文推敲を丁寧に行うこと，新
出漢字の指導等について指導を工夫して授業づくり・指導を行う。 

 
≪算 数≫  

◎ 問題別では，特に正答率が高いのは「表の意味を理解し，全体と部分の関係に着目して，ある項目にあたる数を
求めることができる」「二つの数の最小公倍数を求めることができる」「正三角形の意味・正三角形の構成の仕方に
ついて考察し記述できる」「示された作図の手順を基に，図形を構成する要素に着目し平行四辺形であることを判断
できる」等の項目であった。 
⇒【課題と取組】「示された場面において，目的に合った数の処理の仕方を考察できる」「百分率で表された割合を
分数で表すことができる」「目的に応じて円グラフを選択し，必要な情報を読み取ることができる」については，
正答率が低い児童がいたので，算数的な活動を授業で大切にし，一人でじっくりと考える場を設けるとともに，
百分率・グラフ等の意味の理解・多様な読み取りができる指導を行ったり，自分の考えの根拠を説明させたりし
て，数学的な考え方を伸ばす授業づくり・指導を行う。 

 
≪理 科≫  

◎ 問題別では，特に特に正答率が高いのは「自分で発想した予想と実験の結果を基に問題に対するまとめを検討・
改善し自分の考えを持つことができる」「自分で発想した実験方法と追加された情報を基に実験方法を検討・改善
し自分の考えを持つことができる」等の項目であった。 
⇒【課題と取組】「指示された情報を，複数の視点で分析して解釈し，自分の考えを持つことができる」「自然の事
物・現象から得た情報を，他者の気づきの視点で分析して解釈し自分の考えを持ち，その内容を記述できる」に
ついては，正答率が低い児童がいたので，授業での実験や観察の仕方の技能の習得，実験・観察後に理由や原因
を説明する文章（考察）を独力で書かせ集団で検討すること，学習内容を生活場面と結びつけさせたり，自分の
考えを理科用語を使って説明させること等について工夫した授業づくり・指導を行う。 

 
≪学習・生活アンケートについて≫ 

「生活と学習，教科の学習に関する調査」も併せて行われた。国や県の肯定的な回答の割合と比較して顕著に上回
るものとしては，生活に関わっては「自分にはよい所がある」「将来の夢や目標を持っている。」「難しいことでも失
敗を恐れないで挑戦している」「人が困っている時は進んで助けている」「困りごとや不安がある時に先生や学校にい
る大人にいつでも相談できる」「学校に行くのが楽しい」「友達と協力するのは楽しいと思う」「読書が好きである」
「自然の中で遊ぶことや自然観察をすることがある」「地域の行事に参加している」「地域や社会をよくするために何
をすべきかを考えている」，教科の学習に関わっては，「自分で計画を立てて勉強している」「勉強が好きである」「学
習の内容がよく分かる」「学習したことを普段の生活の中で活用できないか考えている」「学習したことは将来社会に
出た時に役立つと思う」「学習で問題の解き方が分からない時はあきらめずにいろいろな方法を考えている」「授業で
公式やきまりを習う時その訳を理解するようにしている」「学習することは大切だと思う」等の項目だった。 
⇒【課題と取組】「課題の項目としては，生活では「新聞を読んでいる」「学級生活をよりよくするために学級会で話
し合い互いの意見のよさを生かして解決方法を決めている・自分が努力すべきことを決めて取り組んでいる」「各
教科等で学んだことを生かしながら自分の考える活動をしている」，学習では「授業中に自分で調べる場面で，PC・
タブレット等の ICT機器をよく使っている」「学校で意見を発表したり交換したりする時に，PC・タブレット等の
ICT機器をよく使っている」の項目があげられる。PC・タブレット端末の使用に関わって，児童の技能を向上させ
ること，学びを深める場で積極的に活用する授業づくりさらに進める。 

 
 ※ 課題克服の取組については，６学年のみでなく全学級で発達段階に沿って指導を工夫し，基礎学

力の定着・よりよい生活習慣の定着をめざしていきます。 

 国語 算数 理科 
総合 A B 総合 A B 総合 A B 

八重東小 75.0 81.9 69.0 71.0 74.6 67.1 74.0 74.6 73.9 
広島県 67.0 72.4 63.8 64.0 65.2 58.1 66.0 65.2 66.0 
全国 65.6 70.5 62.0 63.2 62.5 56.7 63.3 62.5 63.7 

【正答率－％】 

令和４年度 全国学力・学習状況調査（６年）の結果と今後の取組について 

 

【学力調査の結果分析と今後の取組】 

 



学校ホームページのご案内 
学校便りに載せている学校の教育活動の紹介ですが，学校ホームページを 9 月にリニューアルし，日々

の様子を「トピックス」「トピックス拡大版」等として掲載しています。★がついている記事については，
既に拡大版にして児童の様子（カラー写真）を詳しく載せています。スマートフォンでも見やすいように刷
新いたしました。学校だよりの 1 ページ目の QR コードを読み込んでいただき，ぜひ，子どもたちの様子
をご覧ください（個人情報を考慮して，写真の鮮明度を下げていますことをご了承ください）。 

《ロケットづくり》 

町内の IP 電話の工事に関係して，IP フォン（０５０－５８１２－２１５９）の調子が悪い
時があり，業者に対応を依頼しています。電話の途中で切れたりつながらなかったりした時
は，学校から再度かけなおします。可能でしたら，NTT の電話（０８２６－７２－２１５９）
へかけていただければと思います。ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

《1・2 年・すくすく学級》 
 
》 

《３・４年・のびのび学級》 
 
》 

《５・６年》 
 
》 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

★三島食品見学(９月９日) 3年・のびのび  
３年生は，ふるさと学習で地域の宝・自慢につ

いて学習しています。この日は，創業者が本校出
身の三島食品へ行き，ふりかけ作りの工程・歴史
について学びました。学校でも紫蘇を育てました
が，衛生に気を付けられ機械を使ってふりかけの
原料の紫蘇がつくられている様子や紫蘇の水耕
栽培を見て，感心をしていました。 

★竹けん玉つくりとけん玉大会（9月 20日） 
4年・のびのび 

 ４年生は，ふるさと学習として，有田城址（茗荷
丸）の竹を活用して，竹炭を作り販売することを行
っていきます。その前の学習として，竹の活用を考
え「竹けん玉」等の遊び道具を作りました。先ずは
ノコギリを使っての竹切りからスタート。「けん玉」
の大会も開き，楽しく活動できました。 

 

 

 

 

《刈り取りした田んぼで》 

特色のある学校の取組・教育活動等の紹介 

★ふるさと夢プロジェクト講演会（9月 27日） 
～思うは招く～ 6年・すくすく  
ロケット製作をされている北海道の植松電機 

植松努先生を招いて，夢と希望を持って努力する
ことの大切さについて講演をしていただくととも
に，ロケットを製作し発射させるという夢と感動
がいっぱいのプロジェクトに６年生が参加しまし
た（千代田運動公園）。雨のためにロケットは試射
しかできませんでした 
が，時速 200㎞で空 
高く打ち上がるロケッ 
トに感動していました。 
今後児童一人一人が製 
作したロケットは学校 
で発射します。 

 
ふるさと学習 稲刈り体験（9月 2９日） ５年  
５年生が，農事組合法人東山（谷口組合長）の皆

さんの協力で稲刈り体験学習をしました。品種は
「あきろまん」で，たわわに実った稲穂を鎌で手刈
りしました。１つの穂に約 150～200 粒の米が実
っているそうです。晴天の青空に，サクッサクッと
いう刈り取りの音が気持ちよく響き渡りました。 
手刈りの後は，大型 

コンバインでの脱穀の 
手伝いをしました。実 
りの秋を実感した稲刈 
りになりました。学校 
のバケツ稲も収穫間近 
です。 

《工場見学中》 《竹切り作業》 

★社会見学（9月22日）全校 
 

朝は少し天気が心配されましたが，何とか持ち直し全校児童で 2 年ぶりに広島市内に社会見学へ行くこ
とができました。１・２年生・すくすく学級は「ヌマジ交通ミュージアム 」「広島市森林公園 ・昆虫館」，
3・4 年生・のびのび学級は，「広島県警察本部 」「広島市こども文化科学館」,5・6 年生は「広島平和記
念資料館・記念公園」「広島市健康づくりセンター健康科学館」を見学しました。それぞれの場所で学校で
はできない体験活動を楽しむことができ，学びを深めました。保護者の皆様，早朝よりお弁当等のご準備
をありがとうございました。この学びを日々の学習へ生かしていきます。 

《「紫蘇ハウス」見学》 《けん玉大会》 

お知らせ 


