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中仙小学校

学校報

中仙地区小学生陸上競技交流会

中仙アスリー

1 9El､最高気温25度｡青空のもと中仙地区4小学校の子どもたち251人による陸上交凍

会を実施しました｡本校PTA保健体育部の6名の方には､競技役鼻としてご協力をいただきあ
りがとうございました｡本当にご難儀をおかけ致しました｡また暑いなかの応援に感謝です｡

交通安全教室〜雨のためビデオで学習〜

交流会では､とにかく全員1 00 M走にチャレンジをしたこと｡選択種目として長距離(男子
1000 M･女子800 M)､走り幅跳び､走り高跳びのいずれかにチャレンジできたことが大

春の交通安全運動に合わせて実施した交通安全教室でし
たが､外での実習をあきらめビデオで安全な歩き方･自転

きな成果でした｡ 4小学校とも単学級の壁を越え切礎琢磨できる貴重な機会と考えています｡

車の乗りカを学びましたB
｢きっと､だいじょうぶ｣と油断した時に起こる事凱

特に､自転車の押し渡りはみんなの徹底事項｡必ず自転
者を降りて右折･左折.横断となります｡
大仙警察署のおまわりさんからは､ 『信号が青でも､自分
のElで車の状況を見てから渡る』ことを何度も言われました｡
通学路はもちろんですが､放陳後や休日､子どもさんが通る道路､危険な所

ち: t'l･ はありませんか｡特に低学年児童も小さな自転車で公道を乗っていますので
注意が必要ですo

物′

交通事故0は､みんなの席いですD

合い首薫｢川,rる泊.噂

わたれ誉うでも

待つ勇気｣

中仙小

説書週間は読み聞かせを楽しむ
朝の読者タイムが読み聞かせタイムになりました.
お話を読む人も開く人も本の世界にたっぷりとひたる心の栄養タ
イムC

スタートしたらもうゴー/レをめざす

のみ｡チーム中仙テントから応援に応

どの教室もしあわせな空間でした｡本校は､毎朝15分の祝

えるかのようなひたむきな姿の遺亭た

書のできるスペシャルタイムを設けています｡どの子も少なくても
日15分は､読書の時間があります｡さてこの時間､全国平均と比

ちでした｡この姿こそめざすべきチヤ
｢トイレのたるうさん｣

の姿です0

ペて多いでしょうか.少ないでしょうかQ (次号に続く)

6月11日は大曲仙北陸上

放技大会｡アスリートの活躍に期待H

感想発表は各校代表
r'‑I‑ノ / ′ ′ ′ ′X'X'｢

!お見舞い申し上げます!
Q

I

拝薫義朝
盲ます｡けが人のなかったこと毒
弓が不幸中の幸いでした｡

q

子どもさんは､元気に登校Q

句しております｡

き

｢白いぽうし｣ l松と2松と職盈豊へ出張

｢佐賀のがばいばあちゃん｣

q
白

ご安心ください｡

a
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羅患者が出ています｡
2年生1名･ 3年生3名

うがいや手洗いはもちろん
症状が出たら病院‑｡

1･⊥:‑

インフルエンザによる3年学年閉鎖を解
きました｡ご心配をおかけしておりますイ

二

'‑:一

ンフルエンザB型ですが､今週で大きな流

一L･,(.

行の山場を越えてほしいと腐っています｡

本日の偶息状況
学年

学級
1

.その他欠席

hｫ8

B
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者数(人)

艇
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4松

今年度もJA秋田おばこ中仙支店からさつま

4竹

いもの首と学校農園等運営助成金1万円をいた

/
梯r

♂

5

だきました｡ありがとうございました.

2

6

｢育てようさつまいも集会｣では､終車委員会

合計

の子どもたちの進行により､首の贈呈や育て方

/

汀Bﾒ

//

クイズも行われ育てようという意欲満々B
きっそくグランド前農園に作られた畝に一本
ずつ首を植え付けました｡

≡

インフルエンザについては､兄弟姉妹のヨ

…感削あり‑たDまたインフルエンザで:

マルチの穴から抜き取った一握りの土は｢枕｣

毒なくても､発熱症状があったりお腹の具合も

として笛の所を乗せ､体に土の｢ふとん｣をか

ヨが悪くて欠席をする子どもたちも目立って5

けると完成Q l年生の先生役は6年生でしたo

います｡季節の変わ｡目であり､渡れので…

やってあげるのではなく教えながらやらせることがとってもじょうずでしたDそのせいか今朝､

らる時期でもあります.

畑の水かけ1番のりは､ 1年生でした0 4ケ月で収穣できるというので,その日までみんなでお

‑

1どうぞお休みの過ごし方についても十分5

世話をしていきます8秋にはさつまいもコンクールも計画されていますのでお楽しみに｡

ミなご配慮をお願い致します｡

(種苗交操会出品や被災地の小学生‑のプレゼントなども子どもたちに提案してみましたが､さ

し′̲.̲′H,̲/̲,̲′̲.̲.̲,̲,̲.̲′̲,̲.̲)

ミ

てどうなるのか｡まずは育てることですねo )

大仙市教育委見全紡間｢教育委且等防間｣がありましたo
2 4日(火)信田健教育委兵長､佐藤裕康教育総務隈長､阿部俊美中仙公民館長､千田寿彦

:I‑ー‑…
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コ‑ヂネ一夕‑がおふたりですi

教育研究所長､加藤勝則指導主事､新山待子主席主査､真田いずみ主事の皆さまをお迎えし

I

ました口演念ながら3年生が学年閉鎖をしておりましが､校内一巡して授業参観をされまし

い年度も学校支朗域本部事業がスター…

た.お帯の中で次のような話題がだされました｡
①子どもたちが学習の規律にそって学習をしており友だちの話を聞こうとしている｡
②今･何の学習をしているのか分かって主体的に学んでいる｡

③元気で大変に表情が明るい｡

l

目しております｡コーディネーターは､次も
卓の方々です,

l

句

I

I

l

毒平領一浩さん･熊谷直人さん

も

⑥お友だちとペアで交流をしながら学習をしていた｡
創立40周年の節目から更なる歴史を創ろうとしている本校の営みを激励して下さり､ベ
テランの先生方の指導が安定しているといううれしい感憩をいただきました｡家庭と地域の
カがたっぷりの注ぎ込まれた本校の力がさ らなるステップアップできるよう努力します｡

≡い≡慧三三芸冒三笠竿の先生をご紹介して喜
q

一

熊谷さんは学校のホームページも担当さも

!れ更新されております｡

b
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【中仙地区小学生陸上交流会記録から】がんばりました
一丈巨

ﾈﾖｲ雍ﾉ

4女100m

莞先着

高冷郁成さん

.5女100m

この日を開校記念日としました｡昨年は､地域の方々からのご支援をいただき創立4 0周年

粐

奇相千歩さん

5芳J100m

宮川康太きん

6芳1()Om

番場祐人さん

6男走り樽跳び

鈴木夜ヰさん

6女走り略凱Ut

富岡果宝さん

6男走り高跳び

犬

#

ﾒ

番場祐人さん

記念事業として感動的な記念式典､記念発表会を行ったことは今でも鮮明に思い出されます｡
今年度221名の｢チャレンジャー｣が､これまでの輝く歴史と伝統をさらなるパワーアップ

して『ふるさと中仙を愛し､学びを拓き､未来を拓き､夢を育む中仙小学校』を創っていきます｡

6男走り高跳び

犬

T8萪

藤井隆之さん

V6ﾒ

本元使香さん

中仙の宝物である子どもたちは､中仙の自然や文化や皆さまと共に育んでいくことを職員一同誓
い合っております｡どうぞこれからもご支援･ご協力をお原い致します｡
開校記念日は､お祝いのElですから子どもたちの休業日です｡残念ながらインフルエンザや発
熱によるかぜで苦しんでいる子どもさんは､一目も早い回復をお祈りしております｡

チャレンジ‑挑む
の朝の光景｡今の時期は､ペットボトルやじょう

ろに水を入れさつまいも畑‑急ぐ子どもたちが先
日植えた苗に水を注いでいます. 2年生は､ピー
マンやパプリカの鉢へ｡ 1年生は､あさがおの鉢

大仙市では､ ｢親と子の夢を育む読書活

山信田殊大さん

6女800m

央木像花さん

支援をしてくれています｡今日は､図番館

サボタ‑の佐藤さんから図番童整備をして
いただきました｡そして､国の地域活性化

交件金(住民生活に光りをそそぐ交付金)か

ら芽が出るというその日を待ちわびて命をはぐく
んでいます｡世静をした人のみが体験できるもの
を育てる喜びです｡

化されました｡そっさく新刊本を購入予定

聞いてカード｣では『金

子みすゞ』の帝『こだまでしょうか』を紹介した
らテレビcM効果もあり全校児童のほとんどがチ
ャレンジしておりました｡お家の皆さんからも聞
いていただきありがとうございました｡まず声を
出す･他の人に開いてもらう･読む自信をつける
･日本語の響きを楽しむことをねらっています｡
上田敏/訳』『山

のあなた』｡おうちの方もご一緒に読んでみませ
んか｡

6男1000m

動推進事業｣に伴い学校図書館の充実にも

‑水かけをするのが朝のお仕事です｡蒔いた種か

6月は『カアル･プッセ/作

犬

読書考

｢やるぞ｣という意気込みがあふれている本校

また､ 5月の｢聞いて

6女走り轟敢ぴ

4女400znリレー

県窿

Z｣

)V#途

4女ヤ伽Aチ‑ム. 高椿里潮さん,三浦鼻帆さん

ら各校図書購入費268, 000円を予算
4男400mリレー

4男中仙Aチ‑A 三浦伽空斗さん,山形凌泉さん

です｡

さて､子どもたちの読書度といえば

C

平El､ 10分以上30分は全員辞書時間

が保障されている本校です｡昨年度学力･
学習状況調査では､全国や秋田県平均では､
約35%が｢10分以下あるいは全く読ま
ない｣数倍になっていましたので学校での
読書時間は貴重です｡あとわずかなチャレ

5女400mリレ‑

5女中仙Aチーム 鈴木由単さん.三浦観兄さん,

5男400mリレー

5穿中仙Aチーム 寺川康太さん.木村嵐的さん,

6男400mリレー

6男中仙Bチ‑A 鈴木凌平さん,富岡直樹さん,

ンジとして｢休日の家読｣ ｢公共図書館‑

足を運ぶ｣ことを考えていきませんか｡

中仙小学校で楽しい時を刻んで

中仙小学校 学校報
平成23年6月1

故佐々木寮唯さんのご家族の方から
学校で用立ててほしいとお預かりした
お金にPTAの補助を加えてメロディ時
計を購入しました.
これからもずっと学校に聴いておけ
る物であり､ 1時間ごとに奏でられる

メロディは心を和ませる物であり､な
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により児童玄関の真っ正面でみんなを
が開かれるとミッキ

見守っていてはしいという願いの時計

とミニーが登場｡

です｡学校においでの際､ご算くださ
本校の特色ある教育活動rどんぽん活動｣｡全校たてわりグ
ループでの活動は､自他を思いやる心を育てるための大事な

わあっ｣と歓声のあが

い｡

佐々木守様､ありがとうございました｡

ふれあいタイムになっていますG
9日(木)は､かねてから相故をしていたrどんぽん活動〜

遊び｣を行いましたo

ひたすらグループのみんなと仲良く楽

しく遊ぶのです｡子どもたちは､ 1年生も6年生も一緒に遊
べるようにと決めた鬼ごっこなどで汗だく‑｡どのグループ

第2 0回大仙市･仙北小学生陸上競技大会

も声をかけ富美をかけてみんなで遊んでいたことが一番うれ

◇期日

しいことでした｡ ｢また､あそびたい｣と兄さんや姉さんにせ

◇会場

がんでいる低学年の子もおりました｡

平成23年6月11日(土)

秋EEl県営陸上競技場
(秋田市雄和)

もうすでにお手元には､届いている

えし,Q<して

EIを見て
相手JGり先に
いかがですか｡こんなふるまいをする学校
を子どもたちがリードしています｡

ご心配をおかけしているインフルエンザについて.お知らせします｡

本日の罷愚者は, 4年(2名)5年(1名)です｡ 4年生の篠患者も順次回復して登校しております.

まだ少し油断大敵です.

ヂ

インフルエンザ情報

ず

大e;ぢ声で元気よく

中仙小チームの健闘を応援しています

実額で

ジ入り案内状が｡

げ

ました｡

朝から帰りまで学校の全てを公開

ことでしょう｡子どもさんのメッセー

tt t＼ ∵㍉ ∵

たのは児童会ふれあい寮長会｡
どんなあいさつをしていくのか集会で発表され

pTA授業参観日ではなかなかできな
いおすすめがたっぷりです｡たとえ1

部の学級を参観してみることも可能
すD ｢読書タイム｣ ｢ことばタイム｣
｢八乙女タイム｣ ｢えがおタイム｣と

いう00タイムを参観してみるとか､
も日を向けてみるとか､また休み時間
の過ごし方から友だちとのかかわりを
のぞいてみるとか日常の学校生活の
を体感してほしいものです｡
☆校長室の扉も開けております｡
お茶とお菓子で一服していって(
ださい｡

保尊者の皆さんはもちろんのこと､
且父母の皆さん､お待ちしております｡

転学‑
一

陽
大
希
太朗磨海斗斗人琢人雅平輔佐歩謂敵誓彩花宝悠愛住,i
康龍聡能美謙天賢木祐田凌隼愛干今干美優真優末光呼優玄木将照
川村谷藤嶋浮木元々嶋信木田原村松松元元木木岡山上方森々堀遠

｢江戸しぐさ｣ならぬ｢中仙しぐさ｣を考え

一

55LL)LL>Lb54466686551E15686666666686

｢中仙しぐさ｣誕生

選手団の紹介
富木熊佐戸長鈴木佐西山鈴藤藤吉小小木木鈴鈴冨福村山伊佐戸渡

子どもたちの元気の源は､なかよく遊べることですよねo

6月ユ3日(月)〜15日(水)

る3日間です.

毎週木曜日は､掃除なしのスペシャルデーにしています｡
これから遊びの韓がどんどん広がっていくことでしょうC

来週は｢みんなの登校日｣

■
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中仙77スJl‑ト

記録更新

6月1 1日(士)秋田県営陸上競技場で行われた

第2 0回大仙市･仙北市･美郷町小学生陸上賛技
大会o我が中仙チームは､自己記録を更新する精確.
ただ､朝方ちらっと小雨がちらつき滑ってしまった

みんなの登校日
･

117名のお客さんが来

/T■丁. I̲ J'主̲二.71 ､ ̲Y■IモTTコ1. ■･･,:苗.1m･W .hT̲{て 7.7,T ! ､､‑I ‑‑l･

り･ ･‑アクシデントに悔しい思いをした選手もお

り､たとえ何があっても自分を大事にして､乗り越
え｡られるチャレンジャー‑と成長する勉強にもなっ
てくれたらと思っていますD

今週3日間は｢みんなの登校日｣でした｡ 『いつでも･どこでも･だれでも』を合い青葉に､

子どもたちの学校生活をご架いただく機会を設けましたが､お天気も幸いして朝から帰りまでお
客さんにお越しいただき感謝申し上げます｡名帝にお名前を書いて下さった方だけでも1 1 7名｡
『子どもが卒業して25年もなったけど､隣の母さんに誘われて来ました｡学校に来るって音う
のでうれしくてゆうペよく眠れなかったんですC』という方や『お休みの人とちょっと代わって
もらって』と都合をつけられた方､祖父母の方や実家の祖父母の方､誘われた方､お仕事の合間
に立ち寄られた方､ 3日間通われた方
とうございましたB

ありが

光景でした｡応援ありがとうございました｡
さて､ 6位入賞者をご紹介します｡

【男子】
8 0Mtl

子どもたちの姿はいかがだ

つでしょうか｡感想カードからいくつかご紹介

佐藤龍磨さん(16秒5)

5位

長揮謙斗さん(17秒6)

5位

佐々木‑希さん､渡遠野さん

走高跳

魔での勉強にも参考にしたいと恩いました｡

とうございました｡

1位

音楽集会では､初めてマリンバの演奏を聞
けてよかったです｡みんなじょうずでした｡

毎日､楽しみに通学している気持ちがよく分
かりました｡

図書室でボランティアの人が仕事をしていま
した｡いつもごくろうさまです.

子どもたちが元気なあいさつをしてくれてきも
ちよかったicす｡

授業中でも､子供達の表情がキラキラしていて｢あー､学校が楽しいんだ!｣とうれしくなりました｡意見
を発表する時も､ゆすり合ったり､他人の詩をちゃんと阿いたり､こうやって成長していくんだと､ジーン
となりました｡ 6年生は､男女共皆仲良く､また､いつもニコ二コしていて､いいクラスです｡

子供達全員､かわいいです｡

参観されたい時には､職長重‑声をかけていつでもおいでください｡
そして､子どもたちのよいところをどんどんほめてください0
花植え〜いらっしゃいませんか.

2位

戸嶋共編さん(53m08)

1位

鈴木摩花きん(2分41秒9)

6位

木元億香さん(18秒2)

2位

冨岡栗宝さん(31に60)

【女子】
800m
■

80W a

さんすうとこくごの授業風景をみましたが､子ど
すめて下さりありがとうございます｡

西曝祐人さん(1m41)

ソフトボール投げ

きました｡めったに聞くことのできない音楽を開

もを集中させ､ひきつける工夫をして勉強をす

中仙(63秒0)

戸堀将人さん､伊藤玄きん

落ち着いて先生の話をよく聞き発表もがんば
っていましたし､学習の様子を見ることができ家

20日(月)2枚時

3位
4×100mR

します｡

音楽集会に参加しました｡
子ともたちの声がとてもよくのぴやかにひびいて
いました｡楽しく参観させてもらいました｡ありが

一緒に悔しがったり励

ましてくれたりチームメートの心づかいもうれしい

走幅跳
ソフトボール投げ
5位

鈴木真影さん(32Ⅲ55)

陸上競技県大会は､ 7月3日(日)です｡

場所は､国体会場にもなった秋EEl八稀陸上競技場｡
ガンバレ日 12名の中仙チーム
そして､スポ少でも大会目白押し｡ガンバレ11】
6月1 8日(土)サッカーリー8大会

6月25日(土)秋田県ミニバスケットボール大会

大曲仙北予選大会
7月

2日(士)大曲仙北選抜野球大金中仙大会

元気いっぱい

総合的な学習の時間って､どんな学習?

等折目っl酌1 31ん83力呼やレンジ･p‑

中仙小学校 学校報
平成23年6月24日

3年生以上の児童が学ぶ｢総合的な学習の時間｣は､年間70時間ありますo 『自ら隈題を見
っけ､自ら学び､考え､主体的に判断し､よ｡よく問題を解決しようとする資質や能力を育てる｡』

『学び方やものの考え方を身につけ､問題の解決や探究活動に主体的､創造的に取り組む態度
を育て､自己の生き方を考えることができるようにするロ』という目標がありますっ今回は､ 4

年単元｢みんながみんなでみんなをつなぐ｣ 〜碍祉に関心をもち自分たちができることを考える
学習をご招介します｡ 仙北地域振興局福祉衆境部のご協力で学びを決められました｡
百が不自由だったら･ ､足

育てよう人権の花

が不自由だったら.と疑似体

今年度も大仙市人権擁頭重鼻会からいただいた｢人権の花｣

験をしたり｡体験談をお聞

を全校縦割りグループごとに花塩とプランターに植えました｡

きしたり･ ｡そして考えたこ

花を育てることで思いやりの心を育もうという花です｡

とを新開にまとめました｡
思いやりの心もどうするこ

首尾さんの植え方指導､ボランティアの方々の応援でみんな
助け合って作業を進めましたD

とが思いやりになるのか学ん

本校の子どもたちのいいところ
でいる子どもたちです.

は､翌朝からちゃんと水かけを始めていることです｡命をはぐ
くむ学習が花壇づくりでも実践中｡花いっぱいになりますよ｡

ヾリフラリー

暑い中､お手伝いありがとうございました.
ハ̀リ77リーとL詩作のこと

第1回学校評議具全
学校では､より開かれた学校経営をするた桝こ今年度次の4名の方に｢学校評議員｣を委
嘱致しました｡

第1回学校評蔑見会の儲子をお伝えします.
経営観明をした後〜 ｢学校で行うことが言

秋山 功様(長野分館長)
大野秀人様(pTA会長)

葉にするとこんなふうになるんですね｡｣と

高橋

の方や地域の方に言葉できちんとお伝えして

修様(元中仙小･中pTA役員)

仲野谷美精子様(会社役員)

感想をもらされてました｡私たちは､保嬢者
いくことを求められていると息いました｡

また､全体会ではそれぞれのお立場からご
意見をいただきましたb
｢様々な計画もあるだろうが､先生方がのびのびと子どもたちの指導をしてほしい｡｣ r大

震災も有りぜひ人の心と命を大事にする子どもを育ててほしい｡｣ ｢ふるさとを愛する子ど
もにするため分館ではクリーンナップや親子花塩など親子で地域にふれ合いとけ込むイベン
トをしている｡地域の集まりのカを生かせるようにしていきたい｡｣ ｢先生方の発する琴線

にふれる青葉が子どもたちを動かす常葉として魂る仕事と思えばやりがいがある仕事であ
る｡下校時､外で作業をしている自分に子どもたちがあいさつをしてくれた｡うれしいこと
だ｡｣

学校評議且の皆さまこれからもよろしくお願いします｡

大雨警報･洪水警報発令中
昨夜からの雨で今朝から心配な状況にありましたが､皆さんのお宅で被害はありませんで
したか｡学校では､中仙支所など地域情報を受けながら対応した1日でした｡ ｢避難勧軌
という時点で関係機関と相談しながらまずは学校に留めることにしました｡玉川､斉内川の
水生も警戒水位を超えたようです｡水量もだいぶ落ちてきているようですが､子どもたちに
は｢絶対に近寄らない｣ ことを強く指導しました.今日は.

参観首山一

お待ちしています
夏休みを前にした授業参観日です｡地域子ども会(保護者会代表)､給食試食会(1 ･ 2年保護
者全員参加希望)､授業参観､ pTA全体会､学級懇談と続きますが最後までのご参加をお願いし
′､

ますo

pTA全体会･学級懇談中
お子様をお預かりします

̲

九嶋弘子さんと山井章子さんが次のよう
プログラムで子どもたちと過ごしてくれま

他に本校生活支援旦3名も一緒にお世話し
すので安心してお預けください｡希望され
いなかった場合でも当日受け付けますので

校内おすすめスポット
1､ 2年生が飼育しているジャ
ンボうさぎ
音楽室につながる廊下西側から行け
ますC

三ヶ月のうさぎは､かわいいさ

かり｡ 2年生の付けた名前が､またか
わいいのです0

本物を観察してみませんか0

遠慮なくお申し出くださいD

2､飲み物に入っている砂糖の
◇14:55‑15:45

･あそび
′ー

･絵本

音楽室

なぞなぞ
よみきかせ

･歌

◇ 15:50 ‑ 16:40体育館

･あめっこタイム

･ジャンケンゲーム

･絵本

よみきかせ

量
保健室前に実物と共に展示中ですo
これからの季節どんな飲み物を選択す
るのかすぐ分かります｡

3､花壇とプランター
たてわりグループごとに植えた花が
咲き出しましたD なごみの花ですo

夏到来
電気系統が故障してなかなかプール掃除もできませんでした｡
でも､大雨で大きな汚れも落とされ､例年になく清掃しやす
い状態で行ったプール清掃｡
6年生と5年生の作業により準備完了｡
暑い夏をいっぱい泳いで乗り切りますC

我が家の書体alをつ<るために
子ども時代の夏休みの思い出は,ふるさとの風景やふるさとの人と
重なる大事な原点でもあろうかと思います.さあ､我が家の夏休みをどう
創っていきますかB提案します｡ ｢親や家族にしてもらって良かったこと｡またはしてほしかっ
たことをやってみる｣逆に｢いやだったことは､やらない｣ですD

と言っても

r勉強｣はいや

だったからやらないようにすることだけは､ご遠慮ください｡子どもたちは､学力を付けて将来
自立した人間‑と成長するのですからo ｢チャレンジャー｣は人から言われて動くのではなく､

主体的に考えて目標を決めることを望んでいます｡まず｢やる気｣を｡
さて､夏休み｡おすすめチャレンジャーメニューです｡

r梅島県の児童･生徒の滞在中のサポートメ

第2b回わんlS<相撲中仙*会･中仙場所

ニュー｣にこん捗活軌を訴知らせしさした
･練習計画に合わせたスポ少活動
･施設開放〜プールで泳ごう
･体験活動〜座禅に挑戦(中仙公民館･子ど

中仙小学校教育のキーワード
☆｢中仙プラン｣中仙小.中学校で推進するキャリア教育

も会育成連合会中仙支部事業)

(》期日

8月1日〜5日午前6時30分

②場所
中仙小学校
③参加対象 4年以上

曹渓寺
･地域行事〜 ｢ドンパン祭り｣
8月16日

※具体的なことが決定したらお知らせします｡子ど

おかげさまで子どもたちが現金を持ち運ぶ

スムーズな連縛体制を整えるために

と最近こうした広告が目立ってきました｡

事務手続きが可能になりました｡今後とも月
末の振込期限に合わせた納金をお願い致しま

本校でも各社の機能を比較検討していま

す｡

◇確実な連絡と確豚が可能であること
◇料金は格安であること
◇情報管理に危険性がないこと
◇職鼻個人の携帯より公用の携帯

また､学校から業者‑の支払いについても
改善をしました｡取引業者の協力により口座
間の納金ができるようになりました｡

最大限の努力をして正確に敏速に会計処理

小中の宍流と連携をめざした事業

水泳軟衰

中仙地区軟膏qf死金

①期間

8月4日(木)〜5日く金)

②時間

13時30分から15時30分

補助

NI Iスタ宇イ
①期日

7月25日(月)

②時間

午前9時3 0分から

高橋栄子さん(外部講師)

午前11時30分

職長

③場所
①対象

中仙療煉改善センター

｢浮く｣ ｢けのび｣ ｢パタ足｣程

度はできるが｢息つぎ｣をして

④対象

中仙地区4小学校6年生

泳げない児童

ができるよう実施をしているところです｡

尚､さらなる改善策がありましたらどうぞ
ご提案いただけますようお願いします｡

本校相撲軌こは2 0万円ほどの補修費をかけてい

是非中仙場所大相撲の応援をしませんか.

等々

◎停屯時でも地域子ども会長さんと連絡を

団体戦､個人戦､勝ち抜き戦

域本校から現在4名エントリー中｡

でその際にはご協力をお頗いします｡

@指導者

す｡

④試合形式

相撲場

ただきました.地域の熱い思い入れもあります.

｢保護者の方‑一斉メール送信できます｣

ことや職負が現金をさわるということのない

7月2 7日(汰)小雨決行

もたちとの温かい交流ができたらと思っていますの

体力づ<LIのために
学校集金の振込r=ついて

主催 大仙市体育協会中仙支部
主管 中仙相撲連盟
後援 中仙公民館､中仙地区4小学校

⑤人数

⑤講師

秋田大学まなびの組合エリア
石橋研‑客見教授他

⑥内容

おもしろ科学教室

3 0名程度

とれることが一番の頼みの網ですB

※今年度､ jl休み中に5年生の回復俊美(インフル

日中､勤務先からも連絡できるよう再度

エンザ学年閉鎖のため)や癖毛員の研修出張が重なり

ご確隈ください｡

2日間にしました｡ ｢もぐるJ r浮く｣は､学校で学

習したことを生かして練習してほしいですQ

発今年劇ま事情により中学校参加ありません｡

学校には､給食指導用に｢給食だ

寮‑kL這

より｣が配布されています｡使われ
ている食材の働きが｢血をつくる食
品｣ ｢働く力･体温になる食品｣ ｢体

の嗣子を集える食品｣に分けて書か
れてあります｡
裏面の｢こんだてひとくちメモ｣

授業参観ありがとうございました

は昼の放送で解介されているメモで

昨日は､お忙しいところまた暑い中授業参観, PTA全体会､学年

す｡献立づくりのお役立ちになるで
しょうか｡

線軟とご参加いただきありがとうございました｡授業参観は､ほぼ
100%に近い参加率でしたo Lかし､全体会･聴供になると半減と

いうことで今後できるだけの方にご参加いただけるよう改挙を図っ
ていきたいと思っています｡

の結びつきが強いようで､お互いがお互いを知っている安心感がありました｡どうかこれからも
地域の子どもたちを守るネットワークをつないでいただけますようお願いしますB
さて今回初めて実施した給食試食会ですが､ 1 1 2年生保護者の皆さまには大好評でした｡給
食センターには予備の食器が40人分しかありませんので､ 3 ･ 4年生の弁当持参で協力しても

給食だより

闘

また地域子ども会にも入っていただき､おかげさまで大人の日か

らみた危険箇所の確帯や夏休み中の相談も確実にできました｡地域子ども会は､日ごろから地域

(第4号)
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らいました｡ 3 ･4年生の保讃者の轡さまは､ 2回日10月26日(水)マラソン大会の時です｡

5 ･ 6年生保護者の皆さんは､ 3回目2月14日(火)授業参観日に試食会を行います｡お楽しみ

に.子どもたちにとって給食は楽しみなことの一つですoでもなぜか中仙地区4小学校の給食腐
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満足しました｡家族のこれからの食事面での参考にさせていただきます｡
給食を食べたことがなかったので､ずっとあこがれていました｡とてもおいしかったです｡皆で同じ物
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を食べるっていいですね｡ ｢おいしい｣と皆で感じることができます.今日はありがとうございました｡

お魚がとにかく柔らかくしっかり味がしみていて､普段お魚を嫌がる子どもも自分からご飯にのせて
食べていました｡家では食べない物を学校ではちゃんと食べられているのを見て楽しくなりましたo
訴理方法やバランスの良さに感心しました｡
久しぶりに学校給食を食べてうれしかったです｡それに地元でとれた新鮮な物が食べられるとあっ
て子どもたちはとても幸せだなあと息いました｡ぜひまたこのような場を殻けてほしいと息いました.
楽しかったですQふだん家でみるのとまた逢った一面も見られました｡他の子たちの食べ方､食べっ
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ぷりも見られました｡うちの子はやっぱり食べるのが遅いし､行儀も悪いなあ‑とqでもとてもいい梯
会でした｡来年もぜひやってほしいです｡

･旬の野菜を使ってもらい､栄養面でもすぐれていると思いますo豪では野菜を残しがちですが､今日
はみんなで食べて楽しかつたのか完食しました.
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･250円でこんなに手のこんだおいしい給食を食べることができてうれしかったです｡

家ではこれが嫌いとか作った物に対し｢えー｣など批判することが多いのでどうしても好きな物に偏っ
てしまいがちですが､一日のうち一食でもバランス良く残さず食べてくれるのでありがたいと思いま
す｡大切な一食だと患います｡

給食センターの皆さん ごちそうさまでした
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中仙小学校 学校報
一平成23年

7月

集団下校訓練 全員無事帰宅
いざという時のために｢訓練｣は必要ですo

まして､全保護者にご協力をいたたく今回の｢集

きなものさしで読み方を学びました.実物の効果ですo I

団下校訓練｣は､学校と家庭の｢訓練｣でしたQ ｢集団下校｣は､すでに｢訓練｣の前に豪雨に

よる｢集団下校｣をしたわけですが､できるだけ速やかに連絡することを目標に行いました｡日

｢蕃く｣ことは､

中しかもお仕事中のところ､ご協力ありがとうございました｡

自分の考えをまとめ
るために必要です｡
3年生は､道徳の時

改善点は､ ｢連絡完了の連絡｣ ｢下校完了の連絡J確認でした｡

中仙111学棟の地域避寒

間で自分をふりかえ
るために幸いていま

窒

した｡書いたものは､

その時の自分が表さ

琶旨
連絡(卦

保護者会長さんは､連絡が完了したこ
を学校担当職員携帯に連絡をください｡
連絡のつかない家庭があったらそれを伝

fFL

㊥℡

れています｡

6年生の算数では､自分のやり方で
問題解乾していましたQ

r読書時間Jの

ノートの使い

方も本校でめざすモデルですD

調査をまとめて結

机上には､定規･コンパス･のり･鉛

果から考えたこと

筆･赤青ペンのアイテムを揃えていま

を述べる4竹｡

した｡

｢考えてJ ｢書い
て｣ r艶明しで｣

えてください｡

という学習の流れ

(学校で再度連絡をします｡ )

が

r言語措動J

で

つながっていま
す｡

発憩を豊かに想
像力を広げて作
る図工に夢中な
来週､宿泊体験学習イン田沢湖

4松｡手を動か

を予定している5年生.どんな学

し､頭を動かし､

習をするのか自分たちの計画がど

作る喜tJHま､大

んどんかたちになっていきましたo

事な学びの喜び

発表する人も聞く人も一つにまと

です｡

まっての時間でした｡

