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夏本番、元気いっぱい子どもたち
校長

平山

茂

日差しが強まり、本格的な夏がやってきました。心配された台風４号も進路がそれて、特にさくら
んぼ農家にとっては、被害がほとんどなく、ひと安心だったことと思います。本校では、児童の登校
時の安全のために、気象情報をもとに、２０日午前６時に最終判断をし、「通常通り」とさせていた

＜４日：４年 PTA プール清掃＞

＜５日：幼保小連絡協議会＞

＜10 日：さくらんぼマラソン応援＞

短時間でプールが大変きれい
になりました。草だらけのプール
サイドも美しく生まれ変わりまし
た。汗ばむ陽気の中での作業、大
変ありがとうございました。

１年生が昨年まで通っていた幼
稚園・保育園等の先生方が来校し、
授業参観と懇談を行いました。先生
方から、授業態度が落ち着いている
とコメントをいただきました。

今年も『神小 PTA 大応援団』で、大会を
盛り上げました。１８０名を超える参加、
ありがとうございました。PTA 総務部と児
童の代表が力を合わせて作った「応援横断
幕」が、とても目立っていました！

＜12 日：プール開き＞

＜12･13 日：すもう大会＞

＜18 日：エコキャップ贈呈＞

１２日にプール開きを行い、４
年生が初泳ぎを行いました。校長
先生も時間を見つけては、指導を
行っています。安全に気をつけ、
泳力向上をめざします。

３年生と４年生が、すもう大会を
行いました。男子も女子も歯をくいし
ばって 、粘 り強 いすも うを 取り まし
た。保護者、ご家族の皆さんのたくさ
んの応援ありがとうございました。

＜19 日：6 年バイキング給食＞

＜22 日：５年歯科保健指導＞

＜26 日：演劇鑑賞教室＞

６年間 で１回実施さ れるバ イキ

歯科校医の加藤先生から、虫歯
と歯肉炎の予防に ついて教え てい
ただきました。加藤先生からは事前
に口腔写真も撮っていただき、今後
歯の健康について、一人一人が具体
的に学習を進めていきます。

劇団民話芸術座の「雨
降り小僧」を鑑賞しまし
た。６年生の女子が役者
として登場する場面な
どもあり、あっという間
の１時間 30 分でした。

だきました。５年生の自然の家での宿泊学習は、活動内容を変更しながらの対応をして、無事終了す
ることができました。非常災害時での対応については、今後とも保護者の皆様との連絡を密にして、
進めてまいりたいと存じます。
さて、６月は子どもたちが大変意欲的に活動しました。特に体験学習は、五感を十分はたらかせて
学習することができ、自然や人とのかかわりを通して、命の尊さや様々な感動を得られる貴重な体験
をすることができました。今後も体験活動や実感を伴った学習を推奨していきたいと考えています。
各学年の６月の体験活動として主なものを挙げると、次のようになります。
１年

栽培活動（あさがお、さつまいも）学校たんけん

すもう授業公開

２年

栽培活動（いろいろな野菜）神町たんけん

３年

飼育活動（ウサギ、蚕） 栽培活動（りんご、ひまわり、ホウセンカ）

すもう授業公開

生きものはっけん

校外学習（市内巡り）すもう大会
４年

緑の少年団活動（花の栽培） 体験学習 （月山ブナの森散策）すもう大会

５年

宿泊体験学習（朝日少年自然の家）

６年

縦割り班活動

朝のボランティア活動

さくらんぼマラソン応援横断幕つくり

委員会活動

神町駐屯地曹友会の皆さまか
ら、ペットボトルキャップを贈呈
していただきました。（今年度２回
目）大変ありがとうございました。

バイキング給食

栽培活動（ジャガイモ、枝豆）

７月は、１学期のまとめの月です。学習面では、これまでの学習のまとめと復習をしっかりさせた
いと思います。生活面では、落ち着いて学校生活を過ごすことができるように、児童会で取り組む「廊
下を走らない」を中心にがんばらせたいと思います。ご家庭でも、道路の飛び出し禁止や安全な自転
車乗りなどのご指導を、よろしくお願いいたします。

水泳で体力の向上と健康増進そして水の事故防止を
毎日、プールから元気な子どもたちの歓声が聞こえてきます。今は、泳力をつける絶好の時期です。

ング給食。特別のメニューに大喜び
学校では、子どもたちの泳力を高められるように、各学年で目標を立てて、多くの子どもたちが、泳
の６年生でした。特に、フライドチ
げるように指導しています。泳げる喜びを味わわせ、健康と体力づくりをめざしております。事故防
キンが大人気 でした給食 セン ター
止には万全の体制で臨みたいと思いますので、ご家庭での健康チェックを、今後ともよろしくお願い
の皆さん、あ りがとうご ざい まし
いたします。
た。

通学途中のあいさつがあまり良くないようです。実
際、１年生の保護者の皆さまが行っている、朝の立哨
指導の日誌の中に、
「あいさつが元気ない」
「あいさつ
をしない子がいる」という内容が多く見られます。学
校では、「あいさつ日本一」をめざし、児童会で「あ
いさつ運動」に取り組んでいます。また、定期的に学
級で指導したり、通学班長会で指導したりもしていま
す。しかし、あいさつをきちんとする習慣が、十分身
に付いていないのが現状のようです。
あいさつは、今、身に付けさせたい大事な習慣だと
毎朝、計画委員会の皆さ
考えています。学校だけでもだめ、家庭だけでも不十
んが昇降口前であいさ
分。学校と家庭が力を合わせていくことで、習慣化が
つ運動をしています。
図られるものと思います。ご家庭の協力を、よろしく
お願いいたします。
先日メールでお伝えしましたが、危険な自転
車の乗り方が後を絶ちません。急きょ、２２日
に村山警察署交通課の方にお越しいただき、全
校朝会 で正し い自 転 車の乗 り方や 大事 な 交通
ルールについて教えていただきました。学校で
は今後も指導を繰り返していきます。
ＰＴＡ生活環境部でも「親子でＧＯ」を実施
していますので、ぜひ道路に出向いて自転車乗
りの様子を見ていただきたいと思います。何よ
り、毎日の保護者の方の声掛けが一番の事故防
止だと思います。よろしくお願いいたします。

耐震化関連工事
すべて終了

校内行事

給

1

日

2

月

朝読書 安全点検 ４年校外学習（浄水場）
フッ素 児童委員会⑨児

○

3

火

りぼん

○

4

水

朝会
校歌

5

木 朝読書 ALT来校

6

金 朝読書

けやき学級②
図書貸し出し最終日

7

土

1年PTA作業

8

日

＜授業参観等でたくさんの来校者がある場合は、職

9

月

員駐車場として使用いたします＞

10

火 朝読書 5時間授業

11

水

12

木 朝読書

13

金

14

土

15

日

16

月

昨年５月に始まった耐震化工事が、６月で
すべて終わりました。今年度は、プレハブ棟
を解体し整地する工事を行ってきました。下
の写真のように、遊具周辺に広々とした場所
ができました。普段は、子ども達の遊び場と
して使っていきます。子どもの安全確保のた
めに、すもう場の方へ車が乗り入れられない
ようにしています。
（花のプランターを置いて
います）ご理解とご協力をお願いいたします。
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ＰＴＡ講演会のお知らせ
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今年度も縦割り班（１～６年生が混ざった１２名程度の班）を作り、いろんな活動
を行っていきます。日常的には、縦割り班清掃を行います。異学年の集団では様々な
かかわり合いがみられます。下級生を面倒見
る上級生の姿、上級生から学校生活の知恵を
学ぶ下級生の姿。職員は、望ましいかかわり
合いが生まれるようにサポートしていきたい
と考えています。今年度第１回目の「食育の
日」(６月１５日)は、縦割り班ごとに外に出
て、「縦割り班弁当昼食」を行いました。

曜 朝活動

日時：７月２４日（火）１４：１５～１５：３０
講師：仙台医療センター小児科部長 田澤 雄作氏
演題：「ゲーム・テレビ等が子ども達に与える影響」（仮題）

今回は、ＰＴＡ保体部の取り組み「家族で
チャレンジ！」とタイアップしています。ゲ
ーム・テレビの影響を医学的な視点からお話
していただく予定です。

縦割り班遊び①
学校集金振替日

朝読書
クラブ④
フッ素

朝会

5時間授業

○
○

○
○
○
○

創立
図書返本最終日
記念式

○

創立記念日（１１１年周年）

（海の日）
県小学校陸上競技大会
児童委員会⑩
火 りぼん 代表委員会②
学期末大掃除
生徒
水 指導 群読練習 図書貸し出し（高）
群読練習 ALT来校
木 朝読書
図書貸し出し（中）
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金 朝読書 群読練習 図書貸し出し（低）

21

土

22

日

23

月

24

火 朝読書 学級懇談会 通知票配付

25

水 終業式

26

木

職員作業 校務部会

27

金

不審者対応訓練（職員）
学校保健委員会

28

土

29

日

30

月

プール開放①

31

火

プール開放②

朝読書
フッ素

○
○
○
○

○
群読 授業参観 Ｐ講演会

弁

終業式 校務部会

弁

心のきずな６１キャンペーン
５月にお願いした標記の募金ですが、総額
で５１，９１０円集まりました。早速、日本
ＰＴＡ全国協議会へ送金いたしました。たく
さんの善意、ご協力ありがとうございました。

○

