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◆ＰＴＡさわやか美化デーありがとうございました◆
朝夕、だいぶ過ごしやすくなってまいりました。
９月 16 日（土）のＰＴＡさわやか美化デーへのご参加、ありがとうございました。時折小雨が降る中、校地の草
取りや剪定をしていただき、向田小学校が見違えるほどきれいになりました。
また、校舎内では６年生と保護者が、南開工業のボランティアの方々から本格的なトイレの掃除の仕方を教
えていただきながら掃除し、向田小学校のトイレがピカピカになりました。南開工業のボランティアの方々の「自己
研鑽・社会貢献」への積極的な姿から、大切なことを学ばせていただきました。心より感謝いたします。
今年、南開工業の方々の取組みが高く評価され、一般財団法人日本そうじ協会主催の「清掃対象２０１７」
で、文部科学大臣賞を受賞されま
した。心よりお祝い申し上げます。

◆10 月 11 日（水）稲刈り・ささら踊り

予備日 10 月 12 日（木）

５年生・６年生◆

遠藤義邦様のご協力のもと５年生が田植えをさせていただいた田の稲の穂が、金色に美しく輝く季節となりま
した。いよいよ収穫の時期です。
「いくたびも 握る稲穂の 重みかな」（中川博秋『加賀野』より）。今年もきっと豊作です。楽しみです。
５年生の稲刈り作業にあわせて、向田小学校では 1980 年頃から郷土の伝統芸能で国選択無形民俗文化
財「足柄ささら踊（踊り）」を、稲刈りが終わった田んぼで６年生が披露しています。「足柄ささら踊（踊り）」は、６年
生が５年生へ踊りや歌、演奏を伝える形で引き継がれ、伝統は４０年近く続いています。子どもたちも職員も特
別な思いを持って取り組んできました。子どもたちの手で受け継がれていく郷土の宝をぜひご覧ください。

◇日にち：１０月１１日（水）、予備日は 10 月 12 日（木）
（延期等についてのお知らせは、当日向田小学校の「連絡メール２」でお知らせいたします。尚、ご参観
の際は、近隣の方のご迷惑になりますので、お車の駐車はご遠慮くださいますよう、よろしくお願いいたします。）

◇時間（予備日も同じ）：稲刈りは９時 30 分～、足柄ささら踊（踊り）は 10 時 30 分～
（時間は多少ずれることがあります）

◇場所：向田小学校東側にある遠藤義邦様の田んぼ

◆新設開校４０周年記念 航空写真撮影◆
９月 15 日（金）、好天のもと航空写真を撮影しました。
担当場所によって決められた色のケープを着けて並び、
撮影と同時にケープを持って腕を伸ばしました。
運動場に大きなみかんの花を咲かせました。
全校で協力してつくった向田小学校の校章を無事、
航空写真に収めることができ素敵な思い出となりました。

◆長なわ集会◆
９月 15 日（金）の長なわ集
会に向けて、どの学級も、み
んなで協力して練習をしてき
ました。練習の過程では、いく
つもの課題が出たことと思い
ます。でも、みんなで考えて
一つずつ解決する中で、心の
絆を強めることができました。
全校目標の「7,000 回」を超
え、全校で「7,052 回」跳ぶこ
とができました。長なわ集会
で学んだことを、学校生活の
様々な場面につなげていき
たいと思います。

スポーツ委員会
は、その日全校
が跳べた回数の
合計を集計し、
昼の放送で知ら
せたり、学級ご
とに記録証を作
ったりして全校
の皆を応援して
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◆国語 「じどう車くらべ」 １年生◆
「どんな仕事をしていて、そのためにどんな
つくりになっているのか」を比べて読んだり説明
したりする１年生の国語の学習「じどう車くらべ」。
その学習に向けて、じどう車に興味をもって
もらえたら…と、下田組様のご厚意で９月 19 日
（火）に、普段はなかなか見られないような「はた
らく自動車」の見学をさせていただきました。
1 年生の子どもたちは、目を輝かせて説明を
聞いたり、運転席に立たせていただいたりしました。
本当にありがとうございました。

◆作って発見・見て発見 ２年生◆
教室棟のプレイホールというスペースには、
図工の絵や立体作品が展示されています。
子どもたちの創意工夫あふれる素敵な作品
が並び、向田美術館といったかんじです。子
どもたちの作品を一つ一つ見ながら作ってい
る様子を思い浮かべるのがとても楽しいです。
先日、２年生の展示コーナーを通りかかっ
たら、２年生の子どもたちが、自分の作品や
お友達の作品についておもしろいところや
工夫したところについて互いに語り合ってい
ました。その様子が実に楽しそうでした。
そのうち私にもいろいろお話をしてくれま
した。子どもたちのお話をもとにもう一度
一つ一つの作品を鑑賞したらもっと楽しくな
りました。

◇２年生の図工「カッターナイフタワー」◇
初めて使ったカッターナイフ
あけた窓の向こうに何が見えるかな？
あけた穴の中から何かがとびでている！
切り込みを入れて折ったら、並んだ影までおもしろい！

あら
不思議

◆相模人形芝居鑑賞・ワークショップ ３年生◆
９月 15 日（金）、南足柄市に伝わる国の重要無形民族
文化財「相模人形芝居」を伝承する足柄座の皆さんによる
人形芝居を３年生が鑑賞しました。また、ワークショップ
では、３人１組となって実際に人形をさわらせていただき
動かし方を体験させていただきました。思ったよりずっと
重い人形をまるで生きているように操る保存会の皆さんの
技に、子どもたちは改めて感動していました。
そして、郷土の文化財のすばらしさを感じました。
ありがとうございました。

◆敬老会への参加 ４年生◆
９月８日（金）
、４年生が和田河原敬老会に
参加させていただきました。音楽の発表の後に、
肩たたきをさせていただきました。あたたかい
言葉をかけていただき、子どもたちにとっては、
地域のふところに抱かれたすばらしい経験をさ
せていただきました。心より感謝申し上げると
ともに、皆様のますますのご健康とご活躍を
向田小学校一同お祈り申し上げます。

◆あいさつは、心の窓を開く鍵◆
たった一言のあいさつの中に、感謝の気持ちや、優しさ、元気がつまっています。
特に朝は、一日のはじまりです。
校内でも地域でも、元気に明るく「おはようございます！」の挨拶をしましょう！！
元気に明るい「おはようございます」は、安全を見守ってくださ
っている地域の方々への感謝の気持ちも伝えてくれます。
昇降口前の朝のあいさつ運動

◆南足柄市いじめ防止フォーラム◆
９月24 日（日）南足柄市文化会館で、南足柄市いじめ防止フォーラムが開催され、市内各校の児童・生
徒・教職員、関係機関の方々およそ 160 名が参加しました。本校からも児童会の 5 年生が参加しました。
足柄高校、南足柄小学校、福沢小学校、岡本小学校の取組みの発表がありました。どの学校も真
剣に取り組んでいる様子がうかがえ素晴らしかったです。来年度は、岩原小学校と向田小学校が発
表する予定です。参加した５年生は、ぜひ自分たちも発表したいと意欲を示していました。
足柄高校の「ネットいじめをなくすために」という発表の中で、
「サイバー社会で大切な４つの
力を身につけましょう～考える力・がまんする力・思いやる力・悲しませない力」という話があり
ました。子どもたちだけでなく大人にとっても大切なお話でした。
※ 向田小学校ホームページでは、学校便り等をカラーでご覧いただけます。

１０月行事予定

平成２９年度
日

学校行事等

曜

1日 日

★

2日 月 地区別集団下校②

予定は、変更になる場合があります。
学年、学級通信、週予定等でご確認ください。

3日 火 ６年陸上交流会（足柄台中陸上部）

山北高校スポーツリーダーコース体育実習（～５日）

4日 水 朝モジュール学習

ALT（５・６年）

5日 木 読書タイム

清掃・昼休み日課

6日 金 １学期終業式

普通日課４時間（給食あり）

清掃なし

7日 土 向子連レクレーションAM（体育館）
8日 日

体

9日 月
10日 火 ２学期始業式
11日 水

育

の

日

特別日課４時間（給食なし）

児童集会（４年生音楽発表）、視力検査１年 ５年稲刈り・６年ささら踊り

給食費引落し
力こぶの会

青少年健全育成会研修会19:00図書室

12日 木 朝モジュール学習

視力検査２年

１年校外学習～松田山

13日 金 ４年 市小学校音楽会・二分の一成人式

１年朝モジュール学習、視力検査３年、６年陸上交流会（福沢小）

ALT（５・６年）

14日 土 PTAふれあいバザー10:00～11:30
幼小中高美術展（１３日～１５日）

15日 日
16日 月 児童代表委員会

４年浄水場見学

17日 火 児童集会（６年生を励ます会）

視力検査５年、５年給食交流会（竹松金時隊） PTA家庭教育学級②10:00～11:30 ※力こぶ予備

18日 水 朝モジュール学習

校内研究会（３－１授業研究）

視力検査６年

清昼日課、視力検査４年

19日 木 ６年市小学校陸上大会～総合グラウンド 読書タイム
20日 金

ALT（５・６年）、JTE（３－２・向田） おはなし会（あゆみ文庫）

※６年陸上大会・１年校外学習予備

21日 土
22日 日
23日 月 朝モジュール学習

委員会活動

24日 火 児童集会（ボランティア委員会）

４年給食交流会（狩野・中沼金時隊、交通整理員）

25日 水 アルバム写真撮影（職員）

２・３年給食交流会（放課後子ども教室） 校内研究会（１－２・５－1授業研究）、清昼日課

26日 木 読書タイム

２年校外学習～小田原城・諏訪の原公園 緑の羽根募金（～10/30）※環境委員会

27日 金 読書タイム

ALT（５・６年）

教材費集金日

28日 土
読書強化週間（１０月２６日～１１月９日）

29日 日
30日 月 読書タイム

クラブ活動、４年給食交流会（向田金時隊、クラブ） 児童・生徒指導強化週間②（～１１／６）

31日 火 読書タイム

３年校外学習～丸太の森

ALT（５・６年）

