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子どもを支えるもの 

校長  浅川 縁 

夏季休業の目当ては、「長い休みだからできることを続

ける、あいうえお」でした。一人一人の「これを頑張っ

た」という自信は、２学期に大きな実りとなります。 

８月初め、５年生は女神湖夏季施設へ出かけ、友達と

寝食を共にし､自然の中での生活を堪能しました。車山ハ

イキングは、あいにくの雨によりコースを変更しました。

山の美しさと天候の急変の怖さを体験しました。しおり

を見ながら時間を管理する生活と皆が気持ちよく過ごせ

るための気遣いを実践できた３日間でした。 

この夏をさらに熱くしたのはリオ五輪の開催でした。

何十年ぶりにメダルを獲得する競技が相次ぐなど､歴史

的快挙に沸きました。前回のロンドン五輪から 4 年間､

過酷な練習に耐え､晴れて国の代表として参加し､全力を

出し切って競う姿は､観ている者にスポーツの美しさと

感動を与えてくれました。また､試合当日に気持ちを最高

潮に高めるための自己統制力の強さや難しさも感じさせ

られました。また｢チーム力｣の結実が注目されました。

選手を支える監督・コーチや親子の強い信頼関係が引き

立ちました。「親は我が子の1番の強力な応援団であり、

監督やコーチが側面から支持する｣ということです。子ど

もの弱さも良さもすべて受け止め､夢の実現のため､一緒

に､根気強く励まし続けた親の姿がありました。我が子を

絶対的に信じ､後ろから支え続ける親子関係だからこそ､

子どもが安心して帰り､時には弱音を吐き､気持ちを次に

向け頑張ることができたのでしょう。親が心の大きなよ

りどころであったことは想像に難くありません。子ども

が困難に遭遇した時､解決の方向を見出す大きな力にな

ると考えます。２学期も子どもが安心して活動できる家

庭環境作りをお願いいたします。 

本校教職員も子どもの夢の実現の応援団として､子ど

も一人一人が安心して学校生活を過ごすことができるよ

うに､心新たにするところです。２学期もどうぞよろしく

お願いいたします。         

【お知らせ；まなびの教室の区のサポーターが代わり

ました。よろしくお願いいたします。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校便り             No.434 
教務主任 

 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。 

８月２７日（土） 土曜授業参観、防災の日 

９月 ８日（木） 学校公開始 ※１０日（土）まで 

          保護者会 下学年 14:15～ 

               上学年 15:00～ 

          学校保健委員会    13:40～14:10 

    ９日（金） セーフティ教室（５校時） 

  １０日（土） 土曜授業参観、学校公開終 

       ※特別Ｂ時程   8：30 １校時始業 

               12：10 下校 

         学校説明会 9：30～ 

学校公開・保護者会 

避難訓練担当 

本校では、万が一の場合に備えて、月に1回の計画で、

地震や火災など様々な場合を想定して避難訓練を実施し

ています。今年度は８月２７日（土）の土曜授業の日を

「防災の日」とし、２・３校時に防災訓練等を行い、４

校時に大地震が発生したことを想定した引き渡し訓練を

実施します。避難訓練を通じて、子どもたち一人一人が

「身を守るためにその場で適切な判断をし、行動をする」

ことができるように指導を続けていきたいと思います。

年に１回の訓練ですので、是非ご参加ください。 

８月２７日（土） 

２・３校時 防災訓練（保護者の方も参加できます。） 

４校時   引き渡し訓練 

１１：３０ 地震発生（想定）  

 １１：５０頃 引き渡し開始  1２:０５ 訓練終了 

・児童引き渡しカードを忘れずにお持ちください。 

・訓練終了後、残留児童はコースごとに下校させます。 

・当日は防災頭巾を持ち帰ります。翌登校日に忘れずに

持たせてください。 

避難訓練について 

               特活主任 

様々な国の人々とのコミュニケーションを経験して、

その楽しさを味わうことや、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。今年は、１・２年生はシリア、３・４年生

はフィリピン、５・６年生はアルゼンチンの方をゲスト

ティーチャーとして迎え、交流学習を行います。 

日時 ９月２９日（木） 

２校時  １・３・５年 

     ３校時  ２・４・６年 

 場所 各学年教室 

国際交流学習のお知らせ 
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 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 

8/25 木 始業式 特Ｂ 午前授業 

26 金 漢字 給食始 

27 土 学級 
特B土曜授業 防災の日  

避難訓練（４校時 引き渡し） 

28 日 
  

29 月 全校朝会 委員会活動 

30 火 計算 ４校合同中学校体験授業（６年） 

31 水 読書 Ｂ 

9/1 木 仲良し 身体計測（上学年） 

2 金 漢字 身体計測（下学年） ６年租税教室（３校時） 

3 土 
 

なかよしまつり 

4 日 
  

5 月 全校朝会 クラブ活動 

6 火 計算 
 

7 水 安全 Ｂ安全指導 

8 木 児集 

Ｂ学校公開始 

保護者会（下学年14：15 上学年15:00） 

学校保健委員会 

9 金 漢字 セーフティ教室（５校時） 

10 土 学級 特B土曜授業 学校説明会 学校公開終 

11 日 
  

12 月 プール納め 水泳指導終 プール納め 

13 火 計算 
天神っ子  

スポーツギネス練習期間始（10／3まで） 

14 水 読書 B ２年生以外午前授業 

15 木 仲良し お誕生給食会（８・９月生） 

16 金 読み聞かせ 脊柱側彎検診（5年） 

17 土 
  

18 日 
  

19 月 
 

敬老の日 

20 火 計算 
プラネタリウム見学（３年） 

午前授業  食育指導 

21 水 読書 B 午前授業 

22 木 
 

秋分の日 

23 金 学級 スポーツギネス① 

24 土  ＰＴＡドッジボール大会 

25 日   

26 月 全校朝会 クラブ活動 

27 火 計算  

28 水 読書 B 

29 木 音楽集会 国際交流学習（２・３校時） 

30 金 漢字  

○進んで元気な声で挨拶する。 

○登校、下校の時刻を守る。 

○校帽をかぶり、登校する。 

○右側を静かに歩く。 

○遊び方の決まりを守って仲よく遊ぶ。 

５年児童 

【女神湖：８月２日（火）～４日（木）】 

☆アイスはね 努力のけっしょう おいしいね（Ａ・Ｎ） 

☆高い山 上についたら うれしいな（Ｉ・Ｊ） 

☆白ごはん みんなでたいた 愛の味（Ｉ・Ｂ） 

☆ぬれてても 前に進むよ ハイキング（Ｉ・Ｋ） 

☆女神湖の 風にあたると ここちよい（Ｉ・Ｋ） 

☆カレーづくり 心を合わせて 極上だ（Ｕ・Ｔ） 

☆女神湖の 空気はおいしい さわやかだ（Ｏ・Ｍ） 

☆みんなでね 食べたアイスは かくべつだ（Ｏ・Ｍ） 

☆ごほうびの アイスはとっても おいしいよ（Ｋ・Ｙ） 

☆ハイキング ごほうびめざして がんばるぞ（Ｋ・Ｍ） 

☆ハイキング すれちがう人に ごあいさつ（Ｋ・Ｓ） 

☆おそろしく また 美しい 自然かな（Ｋ・Ｓ） 

☆ハイキング みんなの思いが 天気へと（Ｓ・Ｓ） 

☆あのアイス 苦労したから うまかった（Ｔ・Ｋ） 

☆自然のね こわさ美しさ さまざまだ（Ｈ・Ｍ） 

☆ハイキング とつぜんの雨 びっくりだ（Ｈ・Ｙ） 

☆女神湖は 自然いっぱい 虫いっぱい（Ｈ・Ｙ） 

☆ハイキング とつぜんの雨 みなあせる（Ｙ・Ｉ） 

☆ハイキング 雨にぬれても がんばれる（Ｙ・Ｍ） 

☆みんなでね 作ったカレーは 最高だ（Ｙ・Ｍ） 

五・七・五で綴る夏季施設の思い出 

図工専科 

 図工室で新しく出会う材料や道具に子どもたちは興味

津々で「やってみたい。」とわくわくした表情で目を輝か

せています。一つの作品が出来上がるまでに、友達と協

力したり、考え込んだり、時には思い通りにならずやり

直したり、いろいろな経験をします。作品として形に表

れるのはそのほんの一部かもしれません。自分の力で何

をどうやってつくるか考え、周りから学び合っていく、

そうした過程や、作品に込められた思いを大切にして、

つくりだす喜びを味わわせ、豊かな心を育てていきたい

と思います。 

図工室から 

 

 

生活指導主任 

９月９日（金）にセーフティ教室が行います。今年は、

綜合警備保障株式会社ALSOKと日本マクドナルド株式

会社の協力を得て学習をします。児童が犯罪の被害に遭

わないため、危険を察知し、自分の身を守る方法などを

学びます。また、下記のように、児童の学習の後に教員

と共に、地域・保護者の皆様にも参加していだだき、情

報交換をすると共に、子ども達の安全を守るための共通

理解を図ります。学校公開の中でもありますので、是非

ご参加ください。 

 

9月9日（金）５校時  

１～３年 体育館  ４～６年 まなびの教室プレイルーム 

保護者意見交流会：14時30分～15時 天神ルーム 

セーフティ教室のお知らせ 

研究主任 木村広一 


