
 
  
 
 
 

 

 
  

   

 

 

  

  

 

 

 

 

  

   

  

 

  

   むかいだ 

 

平成29年７月20日 

南足柄市立向田小学校 

№ ５ 

学校だより 

早いもので、いよいよ夏休みがスタートします。 

保護者の皆様や地域の皆様におかれましては、日頃より本校の学校教育にご理解・ご協力くださり、心より

感謝申し上げます。 

子どもたちの元気で明るい笑顔が学校にもどってくる 9 月1 日を楽しみにしています。 

◆５年生の野外教室◆ 

６月 21 日（水）～6 月 22 日（木）に「足

柄ふれあいの村」で５年生の野外教室を実

施しました。生憎の大雨の中、ふれあいの

村までのアドベンチャーツアー、火おこしや

野外炊事に意欲的に取り組みました。キャ

ンドルファイヤーでは、各学級の出し物で

盛り上がりました。 

自然に囲まれた野外での２日間、友達と

協力し合い、友達との絆をさらに深めること

ができました。この 2 日間で学んだことを、

今後の学校生活の中で生かせるように指

導をしていきたいと思います。 

◆先輩のお母さんから進路についてお話をうかがいました◆ 

向田学級では、交流学級の懇談会が終了した後、「子どもの進路を考えるために」というテーマで、向田

学級の先輩のお母さんから小学校卒業後の進路について、お話をうかがう会を開きました。 

実際にお子さんと一緒に行かれた学校見学のお話や、お子さんとのやり取りを大切にしながら進路を決め

ていかれたお話をうかがいました。また、参加されたお母さんから、神奈川インクルーシブ教育実践推進校

（パイロット校）に指定された足柄高校についての情報提供もありました。 

「視野を広くして、情報を get!」「決定するのは子どもだけど、子どもに、自分で決定するための知識を与え

るのは保護者の役目」という先輩のお母さんのメッセージ 

から、早い段階から子・親・学校で話し合っていくことの大 

切さを感じました。 

「気軽に、声をかけてくださいね。私でよかったら相談に 

のります。」という言葉もいただきました。 

あたたかく心強いお話をありがとうございました。 

◆学校公開日へのご参加ありがとうございました◆ 

6 月29 日（木）・30 日（金）の２日間、学校公開を行いました。30 日（金）には、懇談会を行いました。多く

の方にご来校いただきありがとうございました。 

懇談会やアンケートでは貴重なご意見をいただきました。心より感謝申し上げます。今後の学校運営に生

かしていきたいと思います。 

キャンドルファイヤーで

は、会場が一体となって、

ステキな思い出の 

１ページとなりました 



◆アイマスク・点字体験 ４年生◆ 

7月6日（木）は、社会福祉協議会のご協力によるアイマスク体験がありました。友達とペアになり、相

手を安心させる声かけや姿勢について学びました。子どもたちは、今どこを歩いているのか説明したり、

足音を立てて歩いたり相手が安心するための工夫をしていました。また、自分がしてもらって安心したこ

とを今度はアイマスクをしたペアの友達にしていました。 

互いを理解し、尊重し合う共生社会の実現に向けて大切なことを体験を通して学び合いました。 

７月7 日（金）は、青い 

ぶどうの会のご協力による 

点字体験がありました。 

点字のしくみを教えていた 

だき実際に打ってみました。 

点字の役割や大切さを知る 

ことができました。丁寧なご 

指導ありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆夏休みの健康・安全にむけて◆ 

【４年生の歯磨き教室】―６月15 日（木）― 

学校歯科医師の 

荻野幸先生より、生 

えそろわない時期の 

歯の磨き方等の指導 

をいただきました。  

【３年生の交通安全教室】―７月4 日（火）― 

警察・青少年育成センターのご指導のもと、自転

車の安全な乗り方について学習しました。学習で使う

自転車を協力 

くださいました 

皆様、ありがとう 

ございました。 

◆「いのち」をかがやかせようパート２◆ 

6月20日（火）の全校朝会（校長講話）で紹

介した日野原重明さん（105歳）が、7月18日

（火）にお亡くなりになりました。「いのちの授業」

という著書から、「自分が使える時間『いのち』

を自分以外の人のために使うことで、あなたの

「いのち」を輝かせましょう。」といったメッセー

ジを子どもたちに伝えました。「いのち」の大切

さや生きることのすばらしさを教えてくださった

日野原さんのご冥福を心よりお祈りします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

7 月４日（火）の全校朝会で安全担当石綿

伸行（のぶたか）教諭より夏休みの安全なすご

し方についてお話をしました。 

いよいよ明日から夏休みという 7 月 20 日

（木）の全校朝会（校長講話）では、安全に加

えて健康な夏休みをおくるための「き み の

こう ゆう ひ こう き」というお話をしました。 

そしてもう一つ、大切な「いのち」をみんなで

守っていくために「戦争があったことを忘れず

に、２度と戦争をおこさないように平和につい

て考えていきましょう。」という話をしました。 

夏休み中に平和祈念式典や戦争に関する

ことをテレビや新聞等で目にする機会もあるか

と思います。ご家庭でも平和について語り合っ

ていただければ幸いです。 

 

「いのち」をまもる  

き み の こう ゆう ひ こう き 

きまりをまもる 

ひのじこに 

あわない 

ゆうかいに

あわない 

こうつうじこに 

あわない 

みずのじこにあわない 

きそくただしい 

せいかつをする 

こうおん 

（ねっちゅうしょう）に 

きをつける 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆環境整備、ありがとうございました◆ 

６月26 日（月）に、若松会と力こぶの会の皆様が、校庭東側のつつじや校舎・プール周りの木の剪定

作業をしてくださいました。毎年５月に花を咲かせるつつじも、この時期の剪定作業があるからこそきれ

いな花を咲かすことができます。暑い中、半日かけて作業をしてくださりありがとうございました。 

また、７月 11 日（火）には、力こぶの会の皆様が、校舎周りの草取りをしてくださいました。暑い中、あ

りがとうございました。 

さらに、７月15 日（土）には、PTA 有志（大人と子ども合わせて）16 名で、ビオトープ（生物生息空間）

の整備をしました。ビオトープの周辺は、クワガタやいろいろな生物と出会える子どもたちのお気に入りの

場所です。環境教育の一環として今後も大切にしていきたいと思い 

ます。この日も暑い中、ありがとうございました。 

地域の皆様、保護者の皆様の向田小学校へのご支援ご協力に、 

心より感謝いたします。 

◆給食試食会◆ 

6 月 21 日（水）の給食試食会では、小泉律子栄養教

諭より、野菜不足にならないための工夫について講話が

ありました。また、１年生の給食参観がありました。 

-詳細は7月４日厚生委員会発行「厚生委員会たより」をご覧ください- 

中津川ＰＴＡ会長の挨拶の中に、家族そろってとる食

事の大切さについて話がありました。 

明日から夏休みで 

す。ご家庭での食育、 

よろしくお願いいたし 

ます。 

◆PTA 家庭教育学級◆ 

7 月 4 日（火）に、足柄台中学校スクー

ルカウンセラー目加田（めかた）まり先生と

小宮真紀子養護教諭を講師に「子どもの

心と体」について家庭教育学級を開催しま

した。 

―詳細は7月14日成人教育委員会発行「第1回家庭教

育学級の 

ご報告」をご覧 

ください― 

若松会の皆様 

◆影絵 スイミー◆ 

7 月 18 日（火）に、２年生の保護者有志の皆様による影絵「スイミー」が上演されました。国語で学習

した「スイミー」の世界が、美しい影絵として映し出され、２年生の子どもたちは大喜びでした。さらに上演

後に、影絵のしくみや映し出す 

ときの工夫について説明をして 

いただき子どもたちは興味津々。 

ご協力いただいたあゆみ文庫 

の皆様、演じてくださった２年生 

の保護者有志の皆様、ステキな 

時間をありがとうございました。 

  

ビオ 

トープ 

の底 

7月10日（月）

練習の様子 



９月行事予定
日 曜

1日 金 登校指導 　朝会（はじめの会～校長講話）

2日 土 PTAさわやか美化デー8:30～10:30

3日 日

4日 月 登校指導、給食開始 水泳記録会（６・３年）、身体計測１年 委員会活動（６年アルバム写真撮影）

5日 火 登校指導 水泳記録会（１・４年）、身体計測２年 教材費集金日

6日 水 朝モジュール学習 水泳記録会（２・５年）、身体計測３年 PTA本部役員会

7日 木 キラキラタイム開始（長なわ） 水泳記録会（向田） 身体計測４年　

8日 金 キラキラタイム（長なわ）　 身体計測５年　 ALT（６年、５年）、JTE（１年）

9日 土

10日 日

11日 月 キラキラタイム（長なわ） 身体計測６年、クラブ活動 給食費・PTA会費引落し　　

12日 火 キラキラタイム（長なわ）

13日 水 キラキラタイム（長なわ）、清掃・昼休み日課 校内研究会（４－２・５－３授業研究） 樹木の消毒、PTA運営委員会・選挙管理委員会

14日 木 キラキラタイム（長なわ） 青少年健全育成会役員会19:00

15日 金 児童集会（長なわ集会）　 ALT（向田、５年） 力こぶの会

16日 土 ※PTAさわやか美化デー予備日

17日 日

18日 月 敬老の日

19日 火 児童代表委員会 ※力こぶの会予備日

20日 水 朝モジュール学習 清掃・昼休み日課 校内研究会（５－２授業研究）

21日 木 読書タイム

22日 金 特別日課 ALT（６年、５年）

23日 土 秋分の日　

24日 日 　　　　　　　　

25日 月

26日 火 朝会 おはなし会（おはなしぽけっと）

27日 水 朝モジュール学習 清掃・昼休み日課 校内研究会（６－２授業研究）

28日 木 読書タイム

29日 金 避難訓練②不審者対応 ALT（６年） JTE（向田、３－１）

30日 土

平成２９年度
学校行事等


