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力を伸ばす２学期に  

校長 浅川 縁 

 地域協働学校運営協議会委員の皆様によるあいさつに

迎えられ、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。２学期の始まりです。 

笑いの効用が認められるような、ある医師のお話です｡

『友達が病気になったと聞き「免疫を高めるため、１日

５回笑って１日５回感動する」と「笑いの処方箋」を送

った｡友人は、入院中周囲を笑わせ、退院後は毎日裏山に

登って「わたしは治ります｡」と叫んだ。こだまが返って

くるこだま療法で、背筋がぴんと伸び、元気はつらつと

なり、毎日森へ行く前と後は顔が全然違う、と家族はび

っくりした｡そのうち、この人の病気が本当に治り元気に

なった。クウエートでは､病院は森の中にあり、医者と患

者は診察の度に握手をして人間的に温かい関係で「よし

治るぞ。」という気になる。笑うと免疫を強めるＮＫ細胞

の活性が高まる。森の中でもＮＫ細胞が活性化する｡「心

で」納得していない治療をされ、何かと我慢させられる

所は病院ではない』と、しめくくっています。 

病院を学校・家庭に、治療を教育（育成・子育て）に

おきかえ考えてみることができます。８月中旬、森（自

然）、人と人との温かな関係、笑い、この３つの要素が整

った女神湖夏季施設で、明らかに子どもたちの成長が見

られました。 

 ２学期も種々の学習活動を展開いたします。行事では、

教員の指導と子どもたちのもてる力の発揮があって感動

体験が成り立ちます。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、自信に繋げることができます。本校の自然豊か

な環境、児童相互・児童と教職員との信頼関係、目当て

を達成する笑顔 の毎日の営みで、どの子も力を伸ばす

２学期にしていきたいと考えます。 

保護者・地域の皆様には、なお一層、子どもたちの頑

張りや良さを励ましていただけると幸いです。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。 

 

学校公開・保護者会 

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。 

９月 ７日（木） 学校公開始 ※ ９日（土）まで 

          保護者会 下学年 14:00～ 

               上学年 15:00～ 

          学校保健委員会  13:30～14:00 

    ８日（金） セーフティ教室（５校時） 

   ９日（土） 土曜授業参観、 学校公開終 

          ※Ｂ時程  8：30 １校時始業 

         学校説明会 9：30～ 

                  引き渡し訓練 

 

セーフティ教室のお知らせ 

生活指導主任 

児童が犯罪の被害に遭わないために、危険を察知し、

自分の身を守る方法などを学びます。児童の学習後は、

地域・保護者の皆様にも参加していだだき、情報交換を

行い、子どもたちの安全を守るための共通理解を図りま

す。学校公開中でもありますので、是非ご参加ください。  

※詳細については別紙「セーフティ教室のお知らせ」を   

ご確認ください。 

 

個人面談 

教務主任 

 児童一人一人の特性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 ２日(月) 、３日(火) 、 ５日(木） 

  ６日(金)、１０日（火）、１２日(木) 

詳しい日時につきましては、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。 

なお、短い時間での面談となりますので、あらかじめ

話す内容をまとめておいていただけると幸いです。ご多

用のことと存じますが、ご協力お願いします。 

 

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２７日（水） 

２校時  １・３・５年 

     ３校時  ２・４・６年 

 場所 各学年教室 

学校便り             No.445 
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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 金 始業式 Ｂ 午前授業 

26 土 
  

27 日 
  

28 月 学級 給食始 委員会活動 

29 火 計算・漢字 身体計測（上学年） 

30 水 学級 Ｂ ４校合同中学校体験授業（６年） 

31 木 仲よし 
オリンピック・パラリンピック教育 

（シンクロナイズドスイミング教室） 

9/1 金 読書 身体計測（下学年） 

2 土 
 

なかよしまつり 

3 日 
  

4 月 全校朝会 スポーツギネス始 クラブ活動 

5 火 計算・漢字 

 
6 水 安全 Ｂ 安全指導 

7 木 仲よし 
Ｂ 学校公開始 学校保健委員会 13:30 

保護者会（下学年14：00 上学年15:00） 

8 金 読書 セーフティ教室（５校時） 

9 土 学級 
Ｂ 土曜授業 学校説明会 引き渡し訓練 

学校公開終 

10 日 
  

11 月 プール納め プール納め 水泳指導終 クラブ活動前期終 

12 火 計算・漢字 お誕生日給食会（８・９月） 

13 水 学級 Ｂ 

14 木 児童集会 避難訓練 脊柱側彎検診（5年） 

15 金 読み聞かせ スポーツギネス終 

16 土  
 

17 日 
  

18 月 
 

敬老の日 

19 火 放送・計算 移動教室前健診（６年） 

20 水 学級 Ｂ 伊那移動教室①始（６年）午前授業  

21 木 仲よし 伊那移動教室② 小中連携日午前授業 

22 金 読書 伊那移動教室③終 

23 土  秋分の日 

24 日   

25 月 全校朝会  

26 火 計算・漢字 
オリンピック・パラリンピック教育 

（シッティングバレー教室） 

27 水 学級 Ｂ 国際交流学習 

28 木 音楽集会 午前授業（１、３、４、５、６年）研究授業２年 

29 金 読書 
 

30 土 
 

 

○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。 

 

【女神湖：8月8日（火）～10日（木）】 ５年児童 

 豊かな自然の中で、さわやかな風を感じ、虫の声に耳

をすまし、美しい風景に感動しました。友達と一緒に過

ごした 3 日間は、新宿では味わえない経験をたくさんし

てきました。 

 

☆どきどきが ずっとつづくよ 夏季施設 

☆キャンプファイヤー ゲームやおどりに 火がいいね 

☆車山 みんなでのぼり 達成感 

☆頂上で とんぼたくさん 絶景だ 

☆キャンプファイヤー 五年の友情 しめしたよ 

☆とんぼとり じーっとまって ゲットだぜ 

☆車山 たくさん歩いて つかれたよ 

☆頂上は きれいな景色 たくさんだ 

☆牧場で ソフトクリーム おいしいよ 

☆ハイキング 登ったかいが ありました 

☆女神湖の 水がきれいで うれしいな 

 

五・七・五で綴る夏季施設の思い出 

図工専科 

１学期、１年生はクレパス、はさみの使い方から始め、

粘土や紙工作などたくさんの作品をつくりました。また

３年生は、のこぎりや金槌を使って作品づくりに挑戦し

ました。２学期からは、２年生がカッター、４年生は彫

刻刀、５年生が電動糸鋸盤、６年生は焼き物などそれぞ

れの学年で新しく習う道具を使って作品に取り組みま

す。いろいろな材料や道具に出合い、何を使ってどうや

って表すのか、何を表していくのか、自分の表現と向き

合っていく子どもたちの思いを大切にして様々な造形体

験をひろげていきます。 

 

 

 

 

 

給食主任  

 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学期は６月に４年生が総合「火事から暮らしを守る」

の授業で消防団３名の方をお招きし、給食を一緒に食べ

ました。消防団の方と会食し、「将来消防団に入りたいな」

と希望した児童もいました。 

１０月に２年生が町探検でお世話になる方々をお招き

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 

図工室から 

夏季施設の思い出 


