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「夢に向かって 明るく しなやか 豊岡の子ども」

豊岡小学校

校長室だより ＮＯ.１８

Ｈ３１．７．１９

５日（金）１・２校時、全校で新体力テスト

を行いました。新体力テストは、子どもたちが

健康で元気な生活を送ることができるように、

体を力強く動かす能力を調べるものです。

調べる種目は、「握力、上体起こし、長座体前

屈、反復横とび、２０ｍシャトルラン、５０ｍ

走、立ち幅とび、ソフトボール投げ」です。こ

の日だけで全種目を行うことはできませんので、

体育の時間も利用しながら行っています。

子どもたちは、できるだけよい記録を出そう

と、真剣に種目に取り組んでいましたし、昨年

度の記録と比べながら、自分の成長を感じてい

る子どももいました。また、がん

【新体力テストの様子】

ばる友だちや先輩後輩に、大きな

声で声援を送る子どもたちも多く、

とてもほほえましい一時でした。

子どもたちは、大変だったようですが…。

３日（水）、２年生が地域のグラウンドゴルフ

同好会の皆さんと交流しました。

とても暑い日でしたが、同好会の皆さんに指

【一緒にグラウンドゴルフ】

新体力テスト

グラウンドゴルフ交流！

導していただきながら、とても楽しい時間を過

ごすことができました。ありがとうございまし

た。また、お願いします！

【みんなで一緒に記念撮影】

１３日（土）朝６：３０から１時間ほど、通

学路の危険箇所点検を行い、４名の校外指導委

員の方が参加してくださいました。ありがとう

ございました！

本校の通学路は、道幅が狭かったり、幅の広

い用水路が流れていたりと、危険な場所がたく

さんあります。改めて、子どもたち一人一人が、

「自分の命と安全は、自分で守る！」という気

持ちを強くもつことが大切だと確認できました。

「危険箇所点検の結果について（お知らせ）」を

お読みいただき、各家庭でのご指導、どうか、

よろしくお願いします。

【点検の様子】

お忙しい中、保護者アンケートにご協力いた

だき、本当にありがとうございました。今日、

集計結果を子どもたちに渡しましたので、ご覧

いただければありがたいです。

アンケートの中で、子どもたちの「元気なあ

いさつ」「他の人に迷惑をかけない行動」「学習

や生活を向上させようと、根気強く努力」につ

いて、「よい」の評価が低いのですが、「他の人

に迷惑をかけない行動」に関して、学校側とし

保護者アンケートへのご協力
ありがとうございました！

通学路危険箇所点検
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ては、小さな出来事はありますが、子どもたち

は学年を超えて、とても仲良く遊んでいますし、

授業にも友だちと協力しながら一生懸命に取り

組んでいますので、なぜこのような結果になる

のか「？」でもあります。素直な、いい子ども

たちです！

なお、その他の二つについては、思い当たる

点がいくつかありますので、これから、家庭と

学校とが協力・連携して、改善できればうれし

く思います。夏休み中の「家庭内でのしっかり

としたあいさつ」「計画に沿った

粘り強い学習」のご指導、どうか、

よろしくお願いします。

１．７月２４日（水）神岡農村環境改善センタ

ーで、「就学や教育に関する相談会」が開催さ

れます。子どもさんの「心や体の発達」「こと

ば」「学習面の苦労」等、学校に相談しずらい

ことなどがありましたら、相談してみてはい

かがでしょうか。問合せや相談の申し込み先

は、大仙市教育委員会（0187-63-1111〔代表〕）

です。

なお、相談会は９月にも開催されますし、

他の市町村でも開催されます。詳しくは、美

の国秋田ネット「就学や教育に関する相談会」

で検索してみてください。

２．１０月１２日（土）「大曲の花火～秋の章～」

が行われますが、今年度も大仙市内の小学校

３・４年生児童（対象児童の小学生の兄弟も）

とその保護者１名を無料で招待してくれるそ

うです。事前に購入したチケットの返金は行

わないそうですのでご注意ください。なお、

この事業は今年度で終了とのことでした。

○豊成ブレイズスポーツ少年団

第６１回大仙仙北スポーツ少年団

選抜野球大会中仙大会 優勝

【豊成ブレイズの皆さん】

いよいよ２０日（土）から８月

２０日（火）まで、３２日間の夏休

みが始まります。各自の計画に

従って、安全で充実した夏休みを

過ごしてほしいと思っていま

す。夏休み後、成長した皆さん

に会えることを楽しみにしています！

いよいよ…夏休み！

子どもたちの活躍！

お知らせ

なお、お願いですが、夏休み中、不審者等に

関する情報がありましたら、すぐに学校か担任

の先生、警察への連絡をお願いします。同時に

２カ所へ連絡してください。お願いします。

１９日（金）岡小タイム、夏休み前の全校集

会を行いました。子どもたちが、夏休みの抱負

を発表してくれましたので紹介します。

○１年生は全員が発表して

くれました。

・おやま ：わたし

は、なつやすみにきゃん

ぷにいきたいです。べん

きょうもがんばります。

・くさなぎ ：ぼく

は、たざわこにいってお

よぐのがたのしみです。がんばることは、

こうさくをがんばりたいです。

・こんの ：わたしは、かぞくでうみに

いくのがたのしみです。しゅくだいもがん

ばりたいです。

・さかもと ：わたしは、なつやすみに、

おかあさんとざぶーんにいくのがたのしみ

です。べんきょうもがんばりたいです。

・しだ ：うみにいきたいです。た

ざわこにいきたいです。こうさくもがんば

ります。

・たかはし ：わたしは、おんどくをが

んばります。わたしは、なつやすみにたく

さんはなびをしたいです。

・たかはし ：ぼくは、なつやすみにと

うきょうにいって、おみやげをいっぱいか

いたいです。なつやすみに、かんじととけ

いをがんばります。

・たかはし ：ぼくは、たざわこにいっ

てみたいです。どうぶつえんにもいきたい

です。

・たぐち ：ぼくは、どうぶつえんにいく

のがたのしみです。おんどくもがんばりま

す。

・たぐち ：ぼくは、かぞくで、はなび

をたのしみにしています。がんばることは、

こうさくをがんばります。

・ちちぶ ：わたしは、なつやすみに、か

んじのれんしゅうをかんがります。うみに

もいってみたいです。

・ふじさわ ：わたしは、なつやすみに、

こうさくをがんばりたいです。かいがらで

かざりをつくりたいです。

・ふじさわ ：わたしは、なつやすみにう

みにいって、すなであそびたいです。

・ふじた ：わたしは、きゃんぷにいくの

がたのしみです。べんきょうもがんばりま

す。
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・わたなべ ：わたしは、なつやすみ、う

みへいきたいです。がんばりたいことは、

かんじのべんきょうです。

・かどわき ：すいえいをがんばります。

※実際の発表は、かなり違っていました。

○３年

「前期前半がんばったことと

夏休みにがんばりたいこと」

ぼくは、３年生前期で、とく

にがんばったことが、二つあり

ます。

一つ目は、野きゅうのれん習

です。ぼくは４月に、豊成ブレ

イズに入りました。野きゅうの

れん習で一番苦労しているのは、キャッチボ

ールです。相手がなげたボールを、なかなか

うまくとることができません。れん兄さんの

お父さんからは、なげ方を教えてもらいまし

た。とりそこねないで、５回よりも長く、キ

ャッチボールがつづくように、家でもたくさ

んれん習していきたいと思います。

二つ目は、全校テストのれん習です。「字を

ていねいに書く」をめあてにして、毎日、一

人べん強ノートでがんばりました。漢字テス

トでは、百点をとることができて、うれしか

ったです。何度も百点がとれるように、これ

からも、ていねいに字を書いて、れん習をが

んばりたいと思います。

明日からの夏休みでは、がんばりたいこと

が二つあります。

一つ目は、べん強です。ふだんは、きずな

ノートを２ページしかやっていないので、４

ページやりたいです。使える漢字も、ふやし

たいです。

二つ目は、水泳です。去年は、７メートル

しか泳げませんでした。夏休み中にたくさん

プールで泳いで、１５メートル泳げるように、

れん習したいです。

べん強と体力づくりをがんばって、元気で、

いい夏休みにしていきたいです。

○５年生

「前期のふり返りと夏休みにがんばること」

わたしは前期、５年生として、

たくさんの活動をしました。１

番心に残ったのは、保呂羽山で

す。みんなと協力していろいろ

な活動をしました。わたしは、

積極的に行動して、楽しい二日間を過ごしま

した。このような活動を通して、わたしは、

学級目標を達成できたと思います。「ＴＲＹ」

「協力し合う１１人」「心が通い合う１１人」

のように仲のよい５年生になったと思います。

わたしが前期がんばったのは、学習です。

算数では、すこしのまちがいで百点をとれな

くて、パーフェクト賞をとれませんでした。

５年生になってからは、自学ノートにたく

さん練習しています。同じところをくり返し

やっていると、だんだん速く解けるようにな

って、見直しをできる時間がふえて百点をと

れるようになりました。わたしは、漢字も苦

手でした。自学でくり返し練習して、がんば

っています。

夏休みは、１日９０分以上びっしり自学を

がんばって、後期になっても百点をたくさん

とってパーフェクト賞をとりたいです。

先日行われた校長会で、中学校で自転車を運

転する際にヘルメットの着用を義務づけたこと

で、子どもたちの安全に対する意識が高まり、「事

故が減った」という話を聞きました。ＰＴＡの

全体会でもお伝えしましたが、不幸にして事故

にあった時、ヘルメットは頭を守り、子どもの

命を守ってくれます。小学生にはヘルメットの

着用は義務づけられていませんが、どうか、各

ご家庭で子どもたちに着用させていただければ、

ありがたく思いま

す。何か起こる前に、

どうか、よろしくお

願いいたします。

さらに、最近、自転車で老人にぶつかり、大

きなけがをさせたり、死亡させてしまったニュ

ースがありました。子どもたちが、被害者でな

く、加害者になる場合もあります。自転車の運

転には十分に注意させてほしいです（未成年者

の事故は、保護者が責任を負うことになります）。

また、豊岡地区には信号機付きの横断歩道は

ありませんが、通勤途中、信号機付きの横断歩

道を渡る人を何度か見かけますが、ほぼ全ての

人が横断歩道の信号だけを見て渡っており、左

右の安全を確認する人はいません。記憶に新し

い事故として、高齢者による車の暴走で、青信

号の横断歩道を渡っていた人がはねられて亡く

なる事故も起きています。様々な場を訪れる機

会の増える夏休みを利用して、子どもたちに｢自

分の安全と命は自分で守るんだよ！｣ということ

を、様々な場所で指導していただければありが

たく思います。どうか、

よろしくお願いします。

安全な、充実した夏休みを！

交通安全！
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【４月４日 始業式】

【４月８日 入学式】

【４月２６日 交通安全教室】

【５月２２日 修学旅行】

４月からを振り返って

【５月２９日 全校田植え】

【６月２日 地区住民運動会】

【７月１０日 保呂羽の集い】

【夏の装飾】

教室棟の階段

踊り場にあり

ます！

作：綾さん

いつも、あり

がとうござい

ます。


