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「夢に向かって 明るく しなやか 豊岡の子ども」

あかまつあかまつ
豊岡小学校

校長室だより ＮＯ.１８

Ｈ３０．７．２０

１２日（木）、岡小タイムを利用して、第２回

地域子ども会を開きました。地域子ども会では、

「集団登校や下校の反省」「夏休み中の暮らし」

等について話合いや確認をしました。夏休みは、

今まで学校でお預かりしていた子どもたちを、

家庭や地域にお返しして育てていただくことに

なります。ラジオ体操や地域行事等で、子ども

たちの行動に問題等がある場合は、遠慮なくご

指導いただきたいと思います。どうか、よろし

くお願いします。

【地域子ども会の様子】

１２日、６時間目。３・４年生にとって初め

ての英語の授業がありました。今年度から始ま

った年１５時間の外国語活動の授業です。この

日の朝、「６時間目が楽しみだなぁ」と話してく

れた子どもがいるなど、子どもたちの英語学習

への関心の高さがうかがえます。将来の自分の

ためにも、英語による表現を楽しんでたくさん

学んでほしいと思います。

Ｙｏｕ ｃａｎ ｄｏ ｉｔ！ Ｇｏｏｄ ｌｕｃｋ！

【３年生の授業】 【４年生の授業】

１３日（金）、南教育事務所仙北出張所長等訪

問があり、所長さんと副主幹さん２名、計３名

が本校を訪問してくださいました。最初に学校

経営について説明し、３時間目の全学級の授業

を参観していただき、その後、懇談しました。

地域子ども会

初めての外国語活動

所長等訪問

授業については、「子どもたちが穏やかに、楽

しそうに授業に取り組んでいる」「先生たちが持

ち味を発揮して、工夫された授業を行っている」

等のお褒めの言葉をいただきました。また、「子

どもたちの話し方・聞き方に課題がある」と指

摘していただきました。このことについては、

前回の指導主事訪問の時も「これから注意して

取り組んでいこう」と共通理解した点であり、

まだまだ、がんばりが足りなかったと反省させ

られました。子どもたちに望ましい「話し方・

聞き方」が身に付くよう、これからも粘り強く

取り組んでいきます。

【５年生(左)と６年生(右)の授業参観の様子】

１６日（月）、朝６時半から、「豊岡地区内の

危険箇所点検作業」を、校外指導委員の方３名、

先生５名の計８名で行いました。

車２台に分乗し、危険箇所マップに沿って見

回りをしてみましたが、看板が曲がっている所

やなくなっている所などがあり、定期的に点検

する必要性を改めて感じさせられました。なお、

田沢疎水の水路などは、入ろうと思えば簡単に

入れる場所がいくつもあり、とても危険だと感

じました。子どもたちには危険な場所には近寄

らないよう指導しますが、どうかご家庭でのご

指導も、よろしくお願いします。

また、お忙しい中、お集まり下さった校外指

導員の皆さん、本当にありがとうございました。

【危険箇所点検作業の様子】

危険箇所点検
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学校報「とよさかＮｏ.１２」でお伝えしてあ

りますが、７月１４日（土）から９月２８日（金）

までの予定で、本校の屋根の改修工事が始まり

ました。トイレ工事の時と違って、夏休み中の

作業がほとんどであり、また、屋外での作業の

ため、子どもたちにそれほど迷惑はかからない

と思いますが、幾らかの騒音は覚悟しなければ

なりません。どうか、よろしくお願いします。

【旧校舎南側の足場】 【児童玄関横の足場】

昨年、３月１日付け、学校報「あかまつＮｏ．

３９」で、学校の校門横の「モミの木」から、

枯れた枝や雪のかたまり、氷のかたまりが落ち

てきて危ないということをお伝えし、「モミの木」

の伐採に関してどう思いますか、と保護者の皆

さんにお伺いし、連絡帳等で「事故が起きる前

に伐採してほしい」というご意見を複数いただ

きました。ありがとうございました。

そこで、今年度に入ってから、「モミの木」の

伐採申請を教育委員会に提出しましたが、教育

委員会から「地域のお年寄り等に、この木を伐

採してもいいのか確認してほしい。何か、いわ

れ（記念植樹したもの、寄付されたもの等）の

ある木であれば伐採できない。そうでないこと

が確認できれば、伐採する。」との返事をいただ

きました。早速、学校で「この人なら」と思わ

れる方数名に尋ねてみたのですが「わからない」

というお返事でした。

そこで、保護者の皆さんにお願いなのですが、

ご近所に、この「モミの木」のいわれ等につい

てご存じの方がいらっしゃいましたら、その内

容でもいいですし、その方の連絡先でも構いま

せんので、教えていただけないでしょうか。ど

うか、よろしくお願いします。

…「モミの木」が悪

いわけではないの

です。植えられた

た場所が違えば、

夫婦杉のように、

皆に愛され、大切

に育てられていた

かも知れません。

屋根の改修工事 始まりました！

知っている方 教えてください！

１７日（火）、大仙市英語教育アドバイザーの

先生が本校に来校し、５・６年生の外国語活動

の授業を参観してくださいました。５・６年生

も今年度から授業時数が１５時間増加し、定め

られたカリキュラムに沿って、授業を積み重ね

ているところです。

そして、放課後、授業づくり等に関して、た

くさんの指導・助言をいただきました。子ども

たちに関しては、「反応がよく、とても意欲的に

学習に取り組んでいる」「書くことに興味をもっ

て、がんばろうとしている子どもが多い」等の

お褒めの言葉をいただきました。さらに、授業

づくりに関して、先生たちの疑問に答えていた

だいたり、他校の実践例を紹介していただいた

りと、「今度から、また、がんばろう！」と思え

る励ましの言葉をたくさんいただきました。本

当にありがたいことです。このことを授業に生

かし、英語が好きな子どもたちがたくさん育つ

よう願っています。

なお、今までお世話になったＡＬＴのリー先

生は、今日の授業を最後に母国に帰るというこ

とで、５年生も６年生も、授業の最後に「ビリ

ーブ」を歌い、今までの感謝の気持ちを伝えま

した。ご指導いただき、ありがとうございまし

た。８月から、新しいＡＬＴの先生が来てくれ

るようです。

【５年生(左)と６年生(右)の授業の様子】

１８日（水）、朝の時間を利用して、不審者が

校舎に侵入したことを想定した避難訓練を行い

ました。年間の行事計画にはありませんが、昨

今の状況から判断して実施しました。

今回は、校内放送を合図に、職員室前を通ら

ず、体育館に避難する訓練を行いました。子ど

もたちは、不審者に気付かれないよう足音を忍

ばせながら、真剣に訓練に取り組んでくれまし

た。立派でした。

本校の場合、児童玄関はカギを閉めています

が、夏場であれば、どこから不審者が侵入する

か予想できないのが現状です。そのため、複数

の避難場所・避難経路を設定し、放送を聞いて、

素早く移動できるよう訓練を重ねていきたいと

考えています。予期せぬ事態が起こるのが当た

り前という現状を前提に、工夫しながら訓練に

取り組んでいきたいと考えています。できれば、

英語教育アドバイザー 来校

不審者対応 避難訓練
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各家庭でも、様々な場面を想定した訓練を行っ

ていただきたいと思っています。「備えあれば憂

いなし！」（普段から準備をしておけば、いざと

いうとき何も心配がないということ）です。ど

うか、よろしくお願いします。

【避難訓練の様子】

１９日（木）、道徳の指導主事訪問があり、２

校時に５年生、３校時に３年生の授業を参観し

ていただきました。また、この日に併せて、特

別支援教育セミナーも開催し、合計４名の指導

者の方に来校していただきました。さらにこの

日は、中仙地区の各校から６名の先生方が授業

参観に来てくださり、本校の先生たちと合わせ

ると、子どもたちの人数よりも多い先生たちに

見守られながら、子どもたちは少し緊張した表

情で授業を受けていました。

その後に行われた研修会では、指導主事の方

から、「子どもたちの発表意欲が高かった」「集

中して授業に取り組んでいた」「先生の仕掛けが

上手で、子どもたちの言葉を上手に引き出して

いた」等のお褒めの言葉をいただきました。ま

た、道徳の授業づくりについて、ポイントを絞

った指導や助言をいただき、とても勉強になり

ました。これからの授業づくりに生かし、子ど

もたちの内面を育てることで、道徳的な実践が

できる子どもたちに育ってほしいと願っていま

す。ご来校くださいました先生方、ありがとう

ございました。

【５年生の授業参観の様子】

【３年生の授業参観の様子】

指導主事訪問（道徳）

２０日（金）、岡小タイムに夏季休業前の全校

集会を行いました。今月の歌「ビリーブ」を全

員で歌った後、夏休みの抱負等について、１・

３・５年生の各学年の代表の方に発表してもら

いましたので、その内容を紹介します。

◇１年

わたしは、４がつにいちね

んせいになりました。しょう

がっこうは、とてもたのしい

です。

さんすうでは、たしざんやひきざんができる

ようになりました。むずかしいときもあるけれ

ど、できたらうれしいです。

たいいくで、みんなところがしどっじぼおる

もやりました。なげるぼおるは、あたるといた

いけれど、ころがすぼおるはいたくないし、ど

きどきしておもしろいです。

なつやすみは、とてもながくて、びっくりし

ました。でも、たのしみです。かぞくでうみの

ちかくへきゃんぷにいくのがたのしみです。お

こめとぎと、おりょうりのおてつだいもがんば

ります。

◇３年

「前期前半のふりかえりと

夏休みにがんばりたいこと」

わたしは前期前半でがんば

ったことが三つあります。

一つ目は、全校テストの算数で百点をとった

ことです。文章問題がむずかしかったけれど、

一人べんきょうで何回もれん習したら分かるよ

うになりました。

二つ目は、図工です。光と色のファンタジー

という学習がとても楽しかったです。むずかし

かったのは、トレーシングペーパーをはるとこ

ろです。切れないように気を付けてはりました。

赤や青などさまざまな色のセロハンをいろいろ

な形に切ってはるのは、とてもおもしろかった

です。

三つ目は体育の水泳です。足をばたばたと動

かして進むのはむずかしかったけれど、みんな

といっしょに水中じゃんけんをして、楽しく泳

ぎました。

次に夏休みにがんばりたいことです。わたし

は夏休みにがんばることを大きく二つに決めま

した。

まず一つ目はお手つだいです。花のみずやり

やせんたくものたたみ、そうじなどをがんばっ

ておうちをぴかぴかにしたいと思います。

二つ目は体力づくりです。学校のプールで、

たくさんれん習をして、早く上手に泳げるよう

になりたいと思います。またラジオ体そうには

夏休み前 全校集会
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毎日行って、体力をつけ、あんまりかぜをひか

ないようにしたいです。

今年の夏休みは、やりたいことがたくさんあ

るので、いろいろなことにチャレンジをして、

元気にすごしたいと思います。

◇５年

「５年生になって楽しかった

事と夏休みにがんばること」

ぼくは、今日の発表で５年

生になってからの思い出と夏

休みにがんばりたい事を話し

ます。

５年生の勉強で楽しかったのは家庭科です。

家庭科でさいほうや調理の勉強がありましたが、

ぼくが一番楽しかったのはさいほうです。針と

ししゅう糸を使ってフェルトに自分の名前をぬ

いつけました。葉の形をしたフェルトに、葉脈

もぬいました。葉脈は本物に見えるように針目

がまっすぐに、大きさをそろえる工夫ができま

した。教室にかざっています。毎日見るので、

ていねいに作ってよかったと思っています。

保呂羽の集いは、わすれられない思い出にな

りました。まず、カヌーが楽しかったです。は

じめてのりましたが、自分の力で自由にカヌー

をあつかえるようになり、うれしかったです。

沼に落ちないでできました。保呂羽山少年自然

の家の先生たちに教えてもらったことをしっか

り守ったことで、うまくのることができました。

夏休みにチャンスがあったらカヌーにまたのり

たいです。

野外炊飯は、グループの人と協力してできま

した。ぼくはうまくカレーができるか心配だっ

たけれど、同じ班のまゆさんや、豊川小学校の

ひゅうが君がたよりになりました。自分たちで

作ったカレーは、いつもよりおいしかったと感

じました。豊川小学校のみんなとは、これから

も仲よくしていきたいです。

夏休みにがんばることは三つあります。

一つ目は、勉強です。一時間以上がんばりた

いです。夏休みのドリルで復習をし、一人勉強

をして苦手なところをこくふくしたいです。そ

のためには、朝七時半に取りかかるようにしま

す。

二つ目は、お手つだいです。せんたくものた

たみや食器あらいをする予定です。ふだんはお

母さんにたのまれたらやっていましたが、今度

は自分から進んでやりたいです。

三つ目は、サッカーの練習です。スタメンで

試合に出たいと思うので、シュート練習を家で

します。

楽しい夏休みをすごすために、事故やけがに

注意していきます。夏休みももちろん楽しみで

すが、夏休みあけに、みんなと会えるのも、ま

た楽しみです。

なお、この会の前（２時間目）に行われた「夏

休み前児童集会」については、紙面の都合で紹

介できませんので、子どもたちに聞いていただ

きたいと思います。主な内容は①お楽しみ発表

会、②○×クイズ、③ゲーム２種です。どうか、

よろしくお願いします。

先日、「子どもたちのランドセルが重い」とい

うことに関して、ニュースで取り上げられてい

ましたので、本校の子どもたちはどう感じてい

るのかな？と思い、各クラスで意見等を聞いて

もらいました。その内容を、簡単に紹介します。

○１年生：ランドセルが重いと感じる人 ７名

○２年生：大丈夫 全員

○３年生：曜日によって違う。金曜日が重い。

平均すると重いと感じる人は ８名

○４年生：重くない ５名、時々重い ７名

○５年生：重いとは感じないけれど、背中のム

レを感じる ５名､月曜日が重い ７名

○６年生：週二回、重いと感じるが

気になるほどではない。

…とのことでした。

本校は、大丈夫なようです。

安心しました。

いよいよ、夏休みが始まります。夏休みの期

間は７月２３日（月）～８月２３日（木）まで

の３２日間です。夏休みをどう過ごすかで、夏

休み明けからの勉強や学校生活を充実させるこ

とができます。各自が立てた計画に従って、し

っかりとした、落ち着きのある生活を送ってほ

しいと願っています。

なお、子どもたちの「夏休み中の生活」につ

いては、学校でも指導しておりますが、各ご家

庭でのご指導も、どうかよろしくお願いします。

健康で安全な生活を

送り、８月２４日(金)

は、全員元気に、笑

顔で学校に登校して

ほしいと願っていま

す。

よい夏休みを！

ランドセルは…重い？

夏休み


