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どの子も伸びる２学期に  

校長 浅川 縁 

 ２学期の始まりです。子どもたちが夏休みの思い出を

いっぱいにして元気に戻ってきました。子どもたちの表

情から、貴重な体験をして、思い出に残る日々であった

ことが分かります。８月中旬の女神湖夏季施設では、5

年生が全員参加し、友達と寝食を共にし、自然の中での

体験や宿舎での自主的な生活などを通じ、一回り大きく

なりました。体験によって得たことは大きいです。 

まだ暑い日がありますが、陽の高さや吹く風などから

季節は秋へと確実に進んでいます。『枕草子』では「秋

は夕暮れ。夕日のさして山の端･･･（略）･･･日入り果て

て、風の音虫の音など、はた言ふべきにあらず」と、秋

の風情のある様が書かれています。ある学者の実験によ

ると、日本人は言語中枢がある左脳で虫の音を「虫の声」

として聴くそうです。左脳は言語脳であり、人の話す声

の理解など論理的、知的な処理を受け持ちますが、言語

だけでなく、虫の声や小川のせせらぎ、雨音なども聴く

そうです。日本人は、理性的なものと感情的なもの、自

然の音が一体となって言語脳で処理されるらしいです。

これは日本人の心や文化とも深く関わっていると考えら

れるそうです。 

子どもの成長に関わる保護者や教師は、子どもの声を

音だけで聞くのではなく、声を心を伴って聴くことが大

切だと考えます。子どものちょっとした表情や行動の変

化を見過ごさず、会話などを通し、分かり合うことが大

切です。子どもを信じ、心を受けとめる姿勢が健やかな

成長を助けます。子どもたちは、多くのことを訴えてい

るかもしれません。子どもの声の裏にある思いや願いを

汲み取って、訊くことができる力を更に高めていく必要

性を感じます。今後も、子どもたちの声に耳を傾けて、

指導にあたります。どの子も精いっぱい努力し、互いの

関わりを深めた感動を味わい、自己肯定感や自尊感情を

高め、自信に繋げてほしいです。アジア大会での日本代

表選手の躍動、行方不明児を助けた男性のボランティア

マインドなども含め、日々の出来事に感動する心をもち、

どの子も力を伸ばす２学期にしていきたいと考えます。 

今学期も、本校の『共育』の充実へのご理解、ご協力

をよろしくお願いいたします。 

 

 

教務からのお知らせ 

教務主任 

１ 学校公開・保護者会 

２学期は下記の通り学校公開を実施します。 

保護者の方々、地域の方々、未就学児の保護者の方々

に学校の様子を参観していただき、本校の教育活動につ

いてのご理解をより深めていただければと思います。 

９月１４日（金）学校公開 ※B時程 

○国際交流学習 

   ２校時－１・３・５年、３校時－２・４・６年  

   ○保護者会  

下学年 14:00～、上学年 15:00～ 

           

９月１５日（土）学校公開 ※Ｂ時程 給食なし   

○学校説明会（１校時） 

○道徳授業地区公開講座 

   ２校時－道徳授業公開 

   ３.４校時－講演会・振り返り 

２ 個人面談 

 児童一人一人の学習・生活面などについて話し合い、

今後の指導や学級経営に役立たせ、担任と保護者の協力

関係を強め、児童の健全育成を目指します。 

１０月 ９日(火) 、１１日(木) 、１２日(金） 

 １５日(月)、１６日（火） 

詳しい日程につきましては、担任から学年便り等を通

して連絡いたします。今年度も、学年担当の専科等の教

員も同席いたします。ご承知ください。 

 

 

道徳授業地区公開講座 

道徳主任 

「平成３０年度道徳授業地区公開講座」を下記の通り、

開催いたします。本講座は、道徳の授業を保護者や地域

の皆様に広く公開し、学校における道徳教育の在り方や

家庭・地域社会との連携について、相互の理解を深める

ことを目的としています。たくさんの方々のご参加をお

待ちしております。よろしくお願いいたします。 

平成30年9月15日（土）  

①道徳授業公開（各学級）  9時20分～10時05分 

②講演会（体育館）    10時30分～11時15分 

講師 岡本 麗（うらら）さん ＜絵本セラピスト＞ 

※児童はＢ時程（給食なし、12時10分ごろ下校） 

※２校時が道徳授業公開です。 

※３校時の講演会は児童も参加します。 
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国際交流学習のお知らせ 

特活担当 

様々な国の人々とのコミュニケーションを経験して、

異文化を積極的に理解し、尊重しながら外国の人々と接

する態度を身に付けることなどをねらいとし、本校では

毎年「国際交流学習」を行っています。保護者の皆様も

ご参観ください。 

日時 ９月１４日（金） 

２校時  １・３・５年 

     ３校時  ２・４・６年 

 場所 体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8・９月の生活目標「きまりを守って生活しよう」 

 

 

8・9月の主な予定 

日 曜 朝 行事等 

27 月 儀式 B 始業式 

28 火 計算・漢字 給食始 

29 水 学級 
Ｂ 中学校合同体験授業（６年） 

身体計測（上学年） 

30 木 学級 
 

31 金 読書 身体計測（下学年） 

9/1 土 
 

なかよしまつり 

2 日 
  

3 月 全校朝会 委員会活動 

4 火 ドリル 避難訓練 

5 水 安全 Ｂ 安全指導 

6 木 仲よし 
 

7 金 読み聞かせ 社会科見学（5年） 

8 土   

9 日 
  

10 月 プール納め プール納め 水泳指導終 クラブ活動 

11 火 計算・漢字 お誕生日給食会（８・９月）スポーツギネス新宿 

12 水 学級 Ｂ 

13 木 児童集会 
 

14 金 読み聞かせ 
B 学校公開始、国際交流学習（２・３校時） 

保護者会（下学年14:00、上学年15:00） 

15 土 学級 
B 学校公開終 土曜授業 給食なし 

道徳授業地区公開講座 

16 日 
  

17 月 
 

敬老の日 

18 火 放送・計算 脊柱側弯検診（５年） 研究授業1年 

19 水 学級 Ｂ  

20 木 音楽 ※午前授業 

21 金 読書 天神っ子 食育指導 

22 土  
 

23 日  秋分の日 

24 月  振替休日 

25 火 放送 移動教室前健診（６年） 

26 水 学級 Ｂ 伊那移動教室（６年）始 

27 木 仲良し 
 

28 金 読書 伊那移動教室（６年）終 

29 土 
 

 

30 日   

○進んで元気な声で挨拶しよう。 

○登校、下校の時刻を守ろう。 

○校帽をかぶり、登校しよう。 

○右側を静かに歩こう。 

○遊び方の決まりを守って仲よく遊ぼう。 

            ５年担任 

【女神湖：8月8日（水）～10日（金）】  

 豊かな自然の中、友達と一緒に過ごした 3 日間で、新

宿では味わえない経験をたくさんしてきました。 

☆車山 険しい道を 登ったよ 

☆三日間 楽しく過ごした 女神湖で 

☆牧場の ソフトクリーム おいしいな 

☆霧の中 かわいい動物 さわったよ 

☆黒曜石で キーホルダーを 作ったよ 

☆車山 無事に登頂 成功だ 

☆長野県 東京よりも かなり寒い 

☆ほうとうは 作るの楽しく おいしいな 

☆山の中 自然たくさん いいところ 

☆山登り 景色がきれい また行きたい 

☆牧場の アイスがとても おいしかった 

☆牧場で ふれあう動物 かわいいな 

☆車山 初めて乗った リフトだよ 

☆霧の中 道を探して 進んでく 

☆自分たちが 作ったほうとう 最高だ 

 

特活担当 

 食育の一貫として、学年ごとに地域の方々をお招きし

会食する「ふれあい給食」を行っています。 

１学期４年生が、東日本大震災で被災した旧石巻市立

門脇小学校前に咲いていたヒマワリの種を、植えました。

公園サポーターの方を７月にお招きし、給食を一緒に食

べました。 

２学期以降も、授業でお世話になった方々をお招きし

て、ふれあい給食を実施する予定です。 

授業の中で、色々な事を教えていただき、交流をした

後、一緒に給食を食べることで、より親しみが増し、地

域とのつながりが広がっていくことを願っています。 

 

 

 

 

 

ふれあい給食 

夏季施設の思い出 

ＪＩＣＡ（国際協力機

構）から２名の方によ

って、ガーナとトンガ

について学習します。 


