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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.２７

Ｒ１．１０．１１

１１日（金）３校時、前期の終業式を行いま

した。６７名の子どもたち全員が、大きな事故

やケガに遭わず、元気にこの日を迎えてくれた

ことをうれしく思っています。これも、各ご家

庭のご指導のおかげと感謝しています。

また、子どもたちには「やればできることを、

あたり前のように、できる人になってほしい」

という願いを伝えていましたが、家庭での様子

はいかがでしたでしょうか？あいさつはがんば

っていましたか？家の手伝いも進んで行ってい

ましたか？

よい点は認めてほめ、よくない点は改善でき

るよう、今後も、家庭と学校が連携しながら取

り組んでいきたいと思っています。これからも、

よろしくお願いします！

終業式で発表してくれた各学年代表の子ども

たちの作文を紹介します。

○２年

「ぜんきに がんばったこと」

ぼくが、ぜんきにできるよ

うになったこと、ベストスリ

ーをしょうかいします。

だい３いは、学校にくると

きに、すたすた歩けるように

なったことです。１ねんせい

のときは、つかれて歩くのが

いやだったけれど、今は、とう校はんのお

にいさんたちにおくれないで、歩けるよう

になりました。

だい２いは、おり紙です。前は、あまり

おれなかったけれど、今は、メダルがじょ

うずにおれるようになりました。これが、

そのメダルです。分かんまつりでもわたす

ので、たのしみです。

だい１いは、なわとびです。１年生のと

きはゆっくりしかとべなかったけれど、今

は、リズムよくとんとんとべます。

こうきは、とくにべんきょうをがんばり

たいです。これで、ぼくのはっぴょうをお

わります。

前期 終業式
○４年

「前期のふり返りと後期のめあて」

ぼくは、前期でがんばった

ことが二つあります。

一つ目は、全校テストです。

全校テストでは、パーフェク

ト賞をとるのが目標でした。

でも、残念ながら、パーフェ

クト賞はとることができず、

がんばり賞でした。後期は、おしいところ

でまちがえないように、しっかりと見直し

をしたいと思います。そして、一人勉強を

毎日２ページ必ずやるようにしたいと思い

ます。

二つ目は、あいさつやお礼をしっかり言

うことです。ぼくは、４月から野球スポ少

に入りました。スポ少では、練習でも試合

でも、声をかけ合ってプレーします。だか

ら、学校や家でも、大きな声であいさつを

したり、お礼をはっきり相手に伝えられる

ように心がけて生活をしました。自分でも

３年生の時よりも、大きな声であいさつで

きるようになったと思います。でも、手を

あげて発表するのが苦手なので、後期は授

業中にたくさん手をあげて、発表できるよ

うにがんばりたいです。

後期の目標は、５年生に向けて、低学年

のお手本になれるような行動をすることで

す。たてわりはんで活動する時には、１年

生や２年生にも分かるように、やさしく教

えてあげたいと思います。また、来年は、

最高学年の仲間入りとなります。今までの

ように学級のことだけでなく、学校全体の

ことも考えなければなりません。これから

秋や冬になったら、校庭の落ち葉はきや、

雪寄せなど進んでやりたいと思います。そ

して、立派な５年生になれるようがんばっ

ていきたいと思います。

○６年

「前期のふり返りと後期がんばりたいこと」

ぼくは６年生になってから、自分の役目

をしっかりできるように、たて割り班の活
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動をがんばりました。清掃の

ときは、美月さんと協力しな

がら、誰がどこの場所をやる

のか決めました。集会では、

お玉リレーを楽しくできまし

た。今月はなべっこもあるの

で、みんなでおいしいとん汁

を作れるように、しっかり準

備したいです。

学習では、ミニテストや全校テストで、

９０点以上とることができるようになって

きました。しっかりテストはんいを勉強す

ることで、いい点をとれることが分かって

きたので、毎日、めあてに向かってがんば

りたいです。

サッカーはレギュラーになれました。レ

ギュラーでいつづけるために練習を毎日し

たいと思います。シュートやロングパスを

練習し、カーブをかける技術をマスターし

たいです。そして、中学校に行ってもサッ

カーを続けるつもりです。

家のお手伝いをがんばりたいです。サッ

カーの練習や勉強を言いわけにして、あま

りしていませんでした。秋休みには、お母

さんから教えてもらって、洗たくやお風呂

そうじにチャレンジしていきたいです。自

分のユニフォームを自分で洗たくできたら

いいなと思っています。これまでやっても

らっていたことでも、自分でできることは

やろうと思います。

ぼくは、半年たつと中学生になります。

残りの半年を中学生になるための準備だと

思って、いろいろなことにチャレンジして

いきます。

※明日は分館まつりです。その後、５連休とな

ります。１日が過ぎるのは早いです。充実し

た安全な生活を心がけましょう！

コンピュータ室のパソコンを、全て新しいも

のに入れ替えてもらいました。児童用は１６台

ありますので、どの学年でも一人一台使えます。

新しいパソコンは、以前のようなデスクトップ

型でなくノート型のパソコンで、画面を取り外

しできるタイプです。これであれば、教室や体

育館、外に持ち出して使用することもできます。

この日は１年生が

操作に慣れる学習を

しました。これから、

どんどん使いこなし

て、学習や学校生活

を充実させてほしい

と思っています。

【子どもたちの覚えるスピードは…すごい！】

パソコン入れ替え

１１日の終業式後に、前期に行った全校テス

ト（漢字と計算）５回全てが満点だった子ども

たちにパーフェクト賞の賞状と副賞を贈りまし

た。５回連続で、１問も間違わなかったという

ことは、とても素晴らしいことです。これから

も続けられるよう、努力しましょう！

また、残念ながらパーフェクト賞を逃してし

まった皆さんも、後期のパーフェクト賞を目指

して、がんばりましょう。努力した分だけ、自

分のこれからの力になります。Ｆｉｇｈｔ！

漢字 １年 信田

２年 髙橋 、髙橋

３年 田口

４年 秩父 、村上

５年 田口

６年 草薙 、熊谷

計算 １年 金野 、髙橋 、田口 、

秩父

３年 田口 、中村

４年 村上 、藤澤

大仙市学校給食協会が行った「第９回ふるさ

と給食献立コンテスト」に本校の５年生全員が

応募しました。応募総数３０３件。審査の結果、

最優秀賞１名、優秀賞３名、アイディア賞１２

名が選ばれ、その中に、本校の次の２名が入賞

しました。おめでとうございます！

◇最優秀賞（３０３人中１位です！）

井上 「麻婆白菜」

◇アイディア賞（上位１６人です！）

田口 「かぼちゃピザ」

※なお、応募した さんの献立は、１１月の

給食の献立に採用されます。楽しみです！

６月に全員で植えたお花が、きれいに咲いて

います。それは、高野先生の指導の下、１週間

交代で縦割り班で水やりをしたり、お花の手入

れをしたりしてくれた子どもたちの存在があっ

たからです。（夏休み中、水やりや草取りをして

くれた先生たち、綾さん、加藤さんのおかげで

もあります）ありがとうございます。

このようなお花の手入れを通して、子どもた

【心の中にも美しい花を咲かせよう】

前期パーフェクト賞

お花 きれいに咲いています

献立コンテスト
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ちは「協力してお花を育てることによって生命

の尊さを実感し、その中で豊かな心を育み、優

しさと思いやりの心を体得する」という「人権

の花」のねらいに近付くことができていると感

じています。今回のような経験を積み重ねなが

ら、心の中に、思いやりの花を、美しく、ずっ

と咲かせ続けてほしいですね。

６日（日）、豊成中学校の学校祭のステージ発

表に、本校の３・４年生が「小沼山の詞」の踊

りで出演しました。今年度２回目の出番ですが、

子どもたちの踊りは、堂々とした、とても立派

なものでした。みなさん、がんばりました！

日曜日にもかかわらず、子どもたちを豊成中

学校まで送り迎えし、着替えの手伝い等をして

くださった保護者の皆さん、本当にありがとう

ございました。今年度の出演はこれが最後とな

りましたが、４年生は来年度、今の２年生に教

える仕事が待っています。時々思い出しながら、

踊りのポイント等を忘れないでいてほしいです。

お疲れ様でした！

【今年度最後の踊り…立派でした！】

８日（火）２・３校時、大仙市教育委員会教

育アドバイザーの高橋先生が本校を訪れ、全学

級の授業参観と、特に特別支援教育に関する指

導・助言をしてくれました。

全体的に落ち着きのある雰囲気の中で、授業

が行われていることをほめていただきました。

また、授業づくりに関する多くの情報や、本校

で改善できる点等を教えていただきました。こ

の後、教えていただいた事をプリントにまとめ、

先生たちと共通理解を図り、普段の授業づくり

にも生かしていきたいと思っています。

【３年生(左)と６年生(右)の授業参観の様子】

教育アドバイザー 来校

豊中祭に出演

９日（水）岡小タイムに、２５日（金）に行

う「なべっこ」の打合せをしました。

縦割り班で相談し、なべっこを何なべにする

か決め、持ち物の分担等を話し合いました。６

年生が先になって進めてくれたおかげで、１５

分程で打合せを終わることができました。

当日、自分の分担のものを忘れると、ちょっ

と変わった味や具材の「なべっこ」になる心配

があります。「食べ物の恨みは恐ろしい…」と言

われていますので、もし、体調を崩して欠席す

る場合は、しっかりと連絡を取り合うようにし

ましょう。

当日、晴れてほしいですね！

【打合せの様子】

図書委員会が、前期に図書室からたくさん本

を借りた人に「貸し出し賞」を、また、たくさ

ん読んでいる人に「読書がんばり賞」の賞状を

贈りました。おめでとうございます。

本を読むことで、心が育って豊かになってい

くのはもちろんですが、国語の力も高まります。

子どもたちが、おじいちゃんやおばあちゃんに

なっても生きて働く力です。これからも、じっ

くりと読書に取り組んでほしいものです。家庭

でのご指導も、どうか、よろしくお願いします。

○貸し出し賞

１年 信田

３年 草薙 、髙橋 、田口

４年 秩父 、藤澤 、藤澤

５年 高橋 、髙橋 、田口

６年 草薙 、藤澤 、藤原

○読書がんばり賞

１年 高橋 、藤田 、渡部

２年 井上 、髙橋 、村上

３年 門脇 、草薙

４年 加藤 、佐藤 、藤澤

５年 井上 、田口 、松瀨

６年 熊谷 、髙橋 、髙橋

健康委員会が行っている「清潔チェック」の

四項目（名札、ハンカチ、ティッシュ、爪切り）

が４回全部「○」だった子どもに「清潔チェッ

貸し出し賞・読書がんばり賞

清潔チェック パーフェクト賞

なべっこ 打合せ
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ク パーフェクト賞」が、また、四項目の学年

対抗がよかった学年に「学年がんばり賞」が送

られました。おめでとうございます。

ですが…、できればこの四項目は、いつもパ

ーフェクトであってほしいと願っています。休

み時間などに、トイレから出てきた子どもが、

ぬれた手を服で拭いている場面も見られます。

いろいろな病気にかからないためにも、整えて

ほしい項目です。どうか、ご家庭でも、毎朝、

チェックしていただきたいと思います。よろし

くお願いします。

○清潔チェック パーフェクト賞

２年 熊谷 、髙橋 、髙橋 、

村上 、渡部

３年 門脇 、田口 、中村 、

藤澤

４年 加藤 、秩父 、村上

６年 熊谷 、鈴木 、藤澤 、

藤原

○清潔チェック 学年がんばり賞

１位 ２位 ３位

名札 １年生 ３年生 ２年生

ハンカチ １年生 ３年生 ４年生

ティッシュ １年生 ４年生 ３年生

爪切り ２･３年生 ４年生 ６年生

四項目総合 ３年生 ４年生 １年生

校長室だより「あかまつ」Ｎｏ.２６に、ＡＬ

Ｔさんについて、「毎週火曜日が本校への勤務日

です。」と書きましたが、「一週間おきの火曜日

に本校に来ることになっていますが、他の勤務

校の行事等の都合により、変更もあります。」が

正しい表現でした。訂正しておわびします。

今年度のお米は、

５年生が命名した

「豊岡令和元年米

～太陽の恵み～」

です。天候に恵ま

れたおかげで、例

年よりも豊作との

こと。うれしいで

す。この後、袋詰めの作業まで、誠徳さんから

【｢おわりの会｣で学年代表の感想発表】

全校稲刈り 追加

訂正とおわび

たくさんのことを教えてもらうはずですので、

しっかり勉強して覚えてほしいです。

【全体で記念写真】

◎うれしかったこと

・大きな事故やケガもなく、全員元気に、学校

生活を送ることができたこと

・学年や男女に関係なく、みんな仲良く、笑顔

で休み時間を過ごしていたこと（体育館では

ドッジボールが１番人気でした）

・子どもたちが成長した場面がたくさん見られ

たこと（授業で、わからなかったことがわか

り、できなかったことができるようになった）

・泣いている子がいると、必ず誰かが優しく声

をかけ、みんなで心配したり元気づけたりし

てくれたこと

・なにげない優しさが見られたこと（例：２年

の漣斗さんが、廊下に落ちていたものを拾っ

て、そっと元に戻しておいてくれたこと）

▲残念だったこと

・全員が「相手の目を見て」「明るく元気に」「大

きな声で」あいさつができるのに、「いつも」

できなかったこと

・廊下を走る人が、あまり減らなかったこと

うれしかったことは、まだまだたくさんあり

ますが、書ききれないので五つにしぼりました。

残念だったことについては、児童会等でも何

度も呼びかけてくれていますが、なかなか改善

されません。

自分の心に「ブレーキ」をかけられる人

その時の気分に左右されないで行動できる人

…になってほしいと願っています。

後期に、みんなでがんばりましょう！

※非常に強い勢力の台風１９号が近付
いてきています。暴風や大雨の際は、
外出を控えるなど、安全確保に努めて
ください。よろしくお願いします。

前期を振り返って


