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学校教育目標
かしこく やさしく たくましく

春日部市立上沖小学校 736-3710
児童数 948 名（12/1 現在）

り 上沖小の児童の学力
児童の学力を分析する一つの方法とし
て、２つの調査があります。
その１つ、県学力・学習状況調査ではあ
る時点の学力状況だけでなく、一年間での
一人一人の学力の伸びを把握できます。全
国学力・学習状況調査で出題される問題
では、これからの社会で生きていくため
に身に付けるべき力が問われています。
二つの調査の平均正答率を下表に表示しましたが、この表から、上
沖小が全体でどの位置にあるのか知ることができます。どの学年も、
全国や県、市の平均を上回っています。
◆埼玉県学力・学習状況調査結果（対象 4・5・6 年）
さらに、内容を見て
平均正答率(％)
国語
算数
学年
４年
５年
６年
４年
５年
６年 いくと、いずれの学年
埼玉県
56.1 52.3
62.2 70.2 68.2 61.5 も国語の「話す、聞
春日部市 55.1
51.3
61.5 70.7 67.8 60.9 く、書くこと」や「読
上沖小
56.4 54.2 68.5 70.7 70.4 68.6 むこと」、算数の「数
量や図形の知識・理解」が特に県平均を上回っています。課題として
は、国語の記述式の問題において県平均をやや下回っている学年があり
ます。
◆全国学力・学習状況調査結果（対象 6 年）
６年生の算数を例に見ると、「棒グラフから
平均正答率(％) 国語 算数
読み取り記述する」
「単位量あたりの大きさか
全国
63.8 66.6
埼玉県
64
66
ら求め方･答えを記述する」問題の正答率が特
春日部市
63
64
に高く、「台形の理解」に関する問題の正答率
上沖小
72
74
がやや下回っています。

★ 元気な体をつくろう
これから求められている力や調査の分析結果から、上沖小では、だれも
が「わかる」
「できる」授業を目指し、次の２つの視点で授業改善を図って
います。
・根拠をもとに筋道を立てて考え、表現する力を育成する。
・授業の時間配分を見直し、まとめや振り返りを充実する。
調査から、学力には、児童の生活の影響、例えば「家で宿題をしている」
「朝食を毎日食べる」
「学校の準備の確認をしている」などの生活・学習習
慣との影響が大きいこともわかっています。今後も、御家庭の協力をいた
だきながら、共に児童の育成を図っていきます。

１１月２７日（水）は５・６年生、２９日（金）には１～４年生による校内持久走
大会を実施しました。日頃の林間マラソンの成果を発揮し、力いっぱい走り抜きまし
た。多くの保護者の皆様の温かな声援も、子供たちの大きな力になりました。引き続
き、林間マラソン等をとおして「たくましい体と心」を育んでまいります。

≪
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5日 木
6日 金
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10 日 火
11 日 水
12 日 木
13 日 金
14 日 土
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16 日 月
17 日 火
18 日 水
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20 日 金
21 日 土
22 日 日
23 日 月
24 日 火
1 月 25 日
～
1月7日
1／8 水

行
事
予
定
･･･････市内美術展（匠大塚）･･････････････････････････････････････････
計算タイム 校内書きぞめ競書会 お話会(6･7･8 組)
読書タイム お話会(1･3 年) 6 年中学校 1 日入学
全校朝会 授業参観･懇談会(低学年) 校内書きぞめ展公開 書きぞめ選手説明会
授業参観･懇談会(高学年・4-2) 校内書きぞめ展公開 書きぞめ選手練習①
PTA ベルマーク回収
授業参観･懇談会(中学年･6,7,8 組) 校内書きぞめ展公開 書きぞめ選手練習②
運動タイム 大掃除週間(6 日～13 日) 学校評価回収
･･･････焼き芋（おやじの会）･･････････････････････････････････････････
･････････････････････････････････････････････････････････････････････
計算タイム 一斉下刻 15:05 集合
読書タイム 書きぞめ選手練習③
表彰朝会 クラブ活動(2 学期最終)
のびのびタイム 書きぞめ選手練習④
運動タイム 愛校の日
････････････････････････････････････････････････････････････････････
････････････････････････････････････････････････････････････････････
PTA 資源回収日

学級活動
････････････････････････････････････････････････････････････････････
････････････････････････････････････････････････････････････････････
学級活動
終業式
･･･････冬季休業日･･･････････････････････････････････････････････････

１２月のボランティア活動
○図書ボランティア（毎週金曜日）10:30～12:00

５年生 １１月１２日（火）、川口市 SKIP
シティへ行きました。
「映像ミュージアム」
ではスタジオ収録体験や合成体験、「川口
市立博物館」では約４０の実験装置で科学
の不思議を体感、「彩の国くらしプラザ」
では消費生活について学び、充実した１日
でした。

６年生が、鎌倉・湯河原方面の修学旅行に
行ってきました。１日目の鎌倉散策は、場所
や時間等、自分たちで計画を立ててのグルー
プ活動でした。グループで協力し合い、無事
に由比ヶ浜に到着することができました。夜
は、ホテルで寄木細工体験をし、自分だけの
作品を作りました。
２日目は、小田原城・新江ノ島水族館の
見学でした。歴史や文化とふれあい、思い出
いっぱいの二日間となりました。

≪春日部市小・中学校音楽会≫
１１月 1 日（木）、春日部市民文化会館において、
春日部市小・中学校音楽会が開催されました。上沖小学校
からは、代表で５年５組が出場し「僕はアスリート」を歌い
ました。きれいなハーモニーがホールに響き渡りました。

始業式

○花ボラ ンティ ア（毎週金曜日） 9:00～10:00

１１月１１日（月）、電車に乗
って、東武動物公園へ行きました。見学す
る動物の順番を班で決め、協力しながら、
楽しく活動ができました。ふれあい動物の
森では、うさぎ、ひよこ、モルモットとふ
れあい、とてもいい体験ができました。

5 日（木） ベルマーク回収日
１６日（月） 資源回収日

本年度中に転出を予定されている方、また、指定学区以外の中学校に
進学予定の方は、必ず担任まで連絡をお願いいたします。
（わかり次第、御連絡いただけると助かります）

≪かすかべ郷土かるた大会≫
≪スーパー元気さわやか集会≫
【６年代表児童】

