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 「あ・い・う・え・お」を考えて 

副校長  則岡 正幸 

今月は、私が以前ご指導いただいた先輩から伺った「子

育て大切 あ・い・う・え・お」という話をさせていた

だきます。 

あ （あいさつ） 

あいさつは、相手の存在を認めるコミュニケーション

の始まり。子どもと、起床のとき、食事のとき、出かけ

るとき、帰宅のとき、寝るときなど、一日の生活の中で

心を込めたあいさつが、安心感と活力を生み出す。 

い （いたわり） 

学校やお使いなどから帰ったときの「がんばったね」

「大変だったね」「ご苦労様」等のいたわりの気持ちか

ら出た一言が、子どもの次への意欲につながり、家庭の

温かさを感じる。 

う （うなずき） 

子どもの話を、子どもの立場になり、肯定的に聴き、

そして、短いアドバイスを付け加える。聞いてうなずい

てあげるだけで、子どもは心の整理ができる。そのこと

で、子どもは自己の存在感を確認し自信をもち、元気に

なる。 

え （えがお） 

家族のえがおは、何よりも生きていく素晴らしさを気

付かせ、前向きに生きる源になる。特に、親が他人の幸

せを祝うときの会話のえがおは、子どもにとって最高の

力強く生きる心の糧になる。 

お （おしえ） 

親が「我が家の生き方」すなわち家訓をしっかりもち、

我が家は我が家、隣とは別なのだということを自信をも

っておしえていく。そして、誠実に生きる親の後ろ姿を

子どもに見せていくことがおしえとなる。 

 

子どもは、大人を本当によく見ています。この「あ・

い・う・え・お」の内容は、当たり前のことではありま

すが、日々の忙しい生活の中で、私たち大人が見落とし

てしまっている内容もあるのではないでしょうか。各ご

家庭で、再度振り返っていただき、子どもの自信や意欲

を更に引き出す手立てとして活用していただければ幸い

です。 

 

仲よし班活動 

特別活動担当   

本校の仲よし班は、１年生から６年生までが５つのグ

ループに分かれて活動しています。子ども同士が遊びを

通して学年を超えた交流ができるように、今年度は年間

６回「仲よしタイム」を設けています。その他にも、グ

リーンアドベンチャーやみんなで働く日にもこのグルー

プで活動します。 

 毎年、班の名前は６年生が考えます。今年度は動物の

名前がついています。６年生の班長を中心に、下級生が

楽しく遊べるよう、気を配りながら活動を進めています。

１年生から６年生までのみんなが同じ天神小の仲間とし

てこれから１年間、楽しく活動していきます。 

 

保護者会・個人面談について 

教務部 
１ 保護者会 
〈日時・場所〉 
７月７日（木） 各教室 
 ・１・２・３学年―１４：００～ 
 ・４・５・６学年―１５：００～ 

〈主な内容〉 
・１学期の学習や生活について 
・夏休み中の学習や生活について 
・今後の主な行事 等 
・PTAより 
  ※５・６年は宿泊行事説明会も行います。 
 

２ 個人面談 
 <日にち・場所> 各教室 

７月２１日（木）、２２日（金）、２５日（月）、 
２６日（火）、２７日（水）、２８日（木）の６日間。 
※研修や出張、水泳指導等があるため、担任によって
面談日の設定が異なります。ご了承ください。 

※６月２８日（火）に決定通知を配布しました。ご都
合が悪くなった場合は、担任までご連絡ください。 

 

校内研究への取り組み 

 研究主任  

本校では昨年度から学級活動の研究に取り組み、今年

度は『よりよい人間関係を築き、自己有用感を高める児

童の育成』を主題としています。 

本研究を通して、子どもたちが互いのよさを認め合い

ながらよりよい関係を築き、友達から必要とされること

によって自分が必要とされているという気持ちを育てる

ことを目指します。 

第１回目の研究授業では、５年生が「仲よくなろう集

会をしよう」という議題で学級会を行いました。みんな

がより仲よくなるために何をどう工夫して行うか考えま

した。 

今月は１年生です。子どもたちがどのように考え、実

践していくか楽しみにしています。 

【各学年の研究授業予定】 

７月１３日（水） １年生 

 ９月１４日（水） ４年生 

１１月 ９日（水） ３年生 

１２月１４日（水） ６年生 

 ２月 １日（水） ２年生 

※当該学年は５時間授業、その他の学年は４時間授業で

給食後下校となります。 

学校便り             No.500 
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7月の生活目標「物を大切にじょうずに使おう」 
１年の窓 

１年担任   

入学から約3か月の間に、自分の身の回りのことを手

際よくできるようになりました。また、運動会・集会・

仲よし班活動等を通じて、上級生から学ぶ機会がたくさ

んあり、みんなと揃えて生活する意識が高まってきてい

ます。クラスでは、給食当番・掃除当番・日直などの当

番活動や、学級会での話合い活動を経験しながら、友だ

ちとの関わりを深めているところです。学級会で決まっ

たクラスの合言葉「きゃんどる」は、一人一人が、みん

な光るクラスにしようという願いが込められています。

これからも、自分もよくてみんなもいい、みんなが輝く

クラスを目指して、33人でがんばります。 

 

算数少人数から 

算数少人数指導担当    

本校では３～６年生の算数科において、学級を２分割

して少人数で授業を行っています。児童は、普段の教室

から３階にある算数少人数教室に移動し学習しています。 

少人数にすることによって、児童一人ひとりへの教師

のサポートがしやすくなったり、発表の機会を全員に与

えることができたり、大人数だと発言が苦手な児童が発

言しやすくなるなどのメリットがあります。 

少人数での学習では、課題に対して、これまでに学ん

だことを活用して、自分の考えを言葉や式、図、数直線

などを用いて、発表する活動を中心に授業を展開してい

ます。自分の考えや意見を友達と共有することによって、

新たな気付きの獲得や豊かな考え方ができるようになっ

ていきます。 

これからも、算数の魅力を引き出し、算数好きの児童

が一人でも増えるような、楽しい授業を行っていきたい

と考えています。 

 

 ユニセフ募金活動終了報告 

     代表委員会担当  

６月１６日（木）にユニセフ集会を行いました。世界

には、貧しくて食料が手に入らなかったり、安全な水を

飲むことができなかったりする子どもがいることをクイ

ズにして発表しました。また、飢えに苦しむ子どもたち

の動画も見ました。 

次の日、６月１７日からの３日間、募金活動を行いま

した。代表委員会の児童が大きな声で「ユニセフ募金に

ご協力をお願いします。」と呼びかけ、日に日に募金して

くれる児童も増えてきました。３日間で集まった募金は、

なんと３４，５７０円です。保護者の皆様のご協力に感

謝いたします。ありがとうございました。 

 

 

百周年 航空写真、全校写真、学年写真について 

航空写真担当  

６月２２日（水）に全校児童、地域の方々との航空写

真、および全校写真を撮影いたしました。また、学年ご

とに校庭での記念撮影を行いました。一部写真は記念誌

にも掲載予定ですが、記念誌とは別に販売をする予定で

す。詳細は後日改めて、ご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

７月の主な予定 

日 曜 朝 行事等 

7/1 金 読書 
あいさつ（イルカB）安全指導  

読書旬間終 

2 土     

3 日     

4 月 全校 
あいさつ（イルカB） 委員会活動④ 

まなびの教室 保護者面談 

5 火 音楽 あいさつ（パンダA） 

6 水 B   

7 木 B 
学校保健委員会  

保護者会（５・６年宿泊行事説明会） 

8 金 読み聞かせ あいさつ（パンダA） 

9 土     

10 日     

11 月 全校 

あいさつ（パンダB） 避難訓練 

まなびの教室指導終 保護者面談 

クラブ活動 

12 火 仲よし 
あいさつ（パンダB） 食育指導 

天神っ子 

13 水 B １年のみ５時間授業 

14 木 
集会 

（集会委） 
 

15 金 読書   

16 土     

17 日     

18 月   海の日 

19 火 体育 プール納め  給食終 

20 水 B 終業式 

21 木   夏季休業日始   個人面談① 

22 金            個人面談② 

23 土     

24 日     

25 月   夏季水泳指導始  個人面談③ 

26 火   個人面談④  夏季施設事前健診（５） 

27 水   個人面談⑤  女神湖夏季施設始 

28 木   個人面談⑥ 

29 金   夏季水泳指導終  女神湖夏季施設終 

８月の主な予定 

8/24 水   夏季休業日終  

25 木 B ２学期始業式 

26 金 学級 
給食始 計測（１～３）  

中学校合同体験授業（６） 

27 土 B 土曜授業 計測（４～６） 

28 日     

29 月 全校 まなびの教室指導始  委員会活動⑤   

30 火 学級 移動教室事前健診（６） 

31 水 B 伊那移動教室始 

○進んで元気な声で挨拶する。 

○持ち物に名前をつける。 

○持ち帰る物の整理をする。 

 

 

 


