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◆運動会テーマ「心を ひとつに」に向かって◆
運動会平成 30 年５月 26 日（土）8：50～14：40 雨天順延

爽やかな緑に囲まれて５月後半は、いよいよ運動会の総仕上げです。
５月 21 日（月）は、６校時に委員会活動がありました。応援団の勇ましい応援練
習の声が響く中、各委員会では５年生・６年生が協力して運動会当日の役割確認
等の活動を一生懸命行っていました。５、６年生は、運動会の運営面での仕事もあ
ります。自分たちの仕事に責任を持ち取り組もうとする姿勢が、全校児童
の運動会の練習をしっかりと支えていました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今年度の運動会テーマは、児童代表委員会で「心を ひとつに」
に決定しました。さらに、このテーマのもと運動会の取り組みとして右の内
容が議決されました。
「一心（いっしん）」という言葉があります。意味は、二つあります。
一つは、「多くの人々が心を一つにすること。同心。」。
もう一つは、「心を一つのことに集中すること。専心。」。
練習の積み重ねの過程で、お互いのちがいやよさを認め合い、みんな
の心がまとまり「友達・仲間っていいなぁ」と思える運動会。
練習の中で、集中することで新たな発見をしたり、工夫してできるように
なったり「がんばった自分ていいなぁ」と実感できる運動会。
どちらも叶うと素晴らしい運動会になります。
今年度は、新設開校 41 年目となります。

、向田小学校の新たな１ページをみん
みんなの「心を ひとつに」
なで創っていきます。
ご家庭におかれましては、運動会に向けて子どもたちへの励ましや健康面での配慮をいただく等、多くのご協力をいただ
きありがとうございました。運動会本番では、保護者の皆様や地域の方々をお迎えして、子どもたちは練習のすべてを出し
てがんばることができると思います。どうぞ、あたたかなご声援をいただきますようよろしくお願いいたします。
昼休みの応援の練習→
「心を ひとつに」、「話を静かに聴
く」「声をしっかり出す」ことを学ぶ場
面でした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
５月 23 日（水）１校時は、運動会に向けての全校学習でした。大切なことを全校で学びました。全校児童に職員が話し
たことの一部を紹介します。
「始め」と「終わり」を大切にしよう。みんなの「心を ひとつに」スタートする開会式。運
「心を ひとつに」～心は目に見えないけれど、とても大
切なもの。礼にも、一人ひとりが心を込めてみんなの心を
ひとつにして心に残る運動会にしていこう。
（全員が座っている姿勢から立つ場面で）
おしりのほこりをはたかなかった人の思いやり。
すばらしいですね！
声をかけ合い自分達で並ぼうとする姿がすばらし
いです！

動会の最後までみんなの「心を ひとつに」しめくくる閉会式。
競技や演技種目だけでなく、開会式、閉会式も、しっかりやろう。
「～式」への参加の仕方を考えることは大切。
「全体学習を始めます」という先生の言葉と同時に、小さなおしゃべりが一瞬で止み、みなさ

んの心をひとつに聴くことができました。なぜ、それができたかというと、運動場に集合すると
きから、ほとんどの人が、おしゃべりをしないで心の準備をしていたからです。徒競走の「位置
について・用意・ドン」と同じように、おしゃべりをしないで心を集中させることで、次の動きや学
習への良いスタートをきることができます。

◆非常災害時の引取り訓練へのご協力、ありがとうございました◆
５月 16 日（水）に震度５弱の地震を想定した、引取り訓練を実施しました。
毎年、足柄台中学校区の幼稚園・小学校で連携して実施している行事です。
今年度は、雨天時を想定しての訓練となりました。
南足柄市では、震度５弱以上の地震が観測された場合は、子どもたちを
保護者の皆様等に引渡しをしていくことになっています。
このほか、年３回の避難訓練や地区別集団下校の実施により、非常災害

緊急放送がい

時の行動の仕方を学習し、子どもたちに自分の命を守る力を身につけさせ
ていきたいと思います。
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◆いろんなともだちがいて たのしいがっこうに！！◆
４月 24 日（火）の全校朝会
で、向田学級とえがおの教室
担当の職員が、楽しい学校に
するために考えてほしいこと
や工夫してほしいことについ
てお話しました。
担当職員による「ともだちに

朝会で紹介された画像の一部です。

なるために」のギター伴奏と
歌で始まり、最後は全校で合
唱しました。温かい歌声が体
育館に響き渡りました。子ども
にとっても大人にとっても、豊
かな人間関係を築くためのス
テキなヒントとなりました。
共生社会の実現
に向けて、一人ひとり
その子に合った支援
や、みんなで一緒に
学ぶことができる環

＜神奈川のインクルーシブ教育の推進の基本的な考え方＞神奈川県教育局インクルーシブ教育推進課

境づくりをめざしてい
ます。

○「インクルーシブな学校」で育っていく子どもたちと一緒に、すべての人が生き生きと生活できる共生社会の実現を

○支援教育の理念のもと、共生社会の実現に向け、できるだけすべての子どもが同じ場で共に学び、共に育つことを
基本的な考え方としています。
○子どもたちが相互に理解し合いながら社会性を養うことができ、また、子どもたちの「人格と個性を尊重し支えあう
力」や「互いの良さや多様性を認め、協働する力」をはぐくむことにつながるものと考えます。

目指していきたいと考えています。

◆6 年生 日光修学旅行◆
５月９日(水)と 10 日(木)に、６年生の日光修学旅行を実施しました。１日目は世界遺産の社寺
をめぐり、２日目は日光国立公園の自然をめぐりました。５月とは思えないような寒さの中、小雨に
追いかけられながら世界遺産に登録されている歴史ある建造物を見学しました。翌日は、湯滝や
竜頭の滝、華厳の滝などの雄大さや緑の美しさを味わいました。光徳牧場では前日降った雪が残
っていました。日光最後の見学地の華厳の滝では、爽やかな青空に恵まれました。旅館では温か
なもてなしを受け、楽しく思い出多い２日間を過ごすことができました。
平成 28 年度より修学旅行専用列車への乗車を小田原駅とし、大雄山線を利用して小田原駅に
出る行程に変更しました。保護者の皆様のご協力をいただき、予定どおりの行事の実施ができまし
た。準備や送迎等のご協力をいただき、大変ありがとうございました。

行き帰りの大雄山線の車中
のマナーがとても良かった
です。さすが 6 年生。

◆あんぜんのために はじをあるこう◆
5 月8 日（火）朝会で、安全担当の職
員から、登下校の安全についてお話が
ありました。
道路いっぱいに広
がって歩くことが大変
危険であること。
また、その道路を利
用する方々に大変な
ご迷惑をかけているこ
とを伝えました。
歩道が表示されてい
なくても、意識して道
路のはじを歩くことを指
導しました。
ご家庭でも、ご指導
いただけますようお願
いいたします。
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◆学校運営連携協議会委員をご紹介します◆
学校運営に参画し、学校・保護者・地域の信頼関係を深め、学校運営の改善等を図るために学校運営連携協議
会が設置されています。本校では、地域・保護者の方から次の方々が委員に委嘱されました。
どうぞよろしくお願いします。
遠藤 義邦様 井川 千惠様 辻村 孝子様 小林 苑子様 生沼 正光様 桶 光雄様
佐須 和代様 勝俣 流美様 渡辺 良勝教頭 久保寺 千広教務主任

◆花壇がきれいに整備されました◆
５月１１日(金)に力こぶの会の皆さんが、花壇の整備をしてく
ださいました。
また翌週には、遠藤義邦さんが、花壇を耕し、運動会に間に
合うようにと花の苗を植えてくださいました。
子どもたちが気持ちよく生活や学習ができる環境になりまし
た。ありがとうございました。

◆学校公開のご案内◆
６月 28 日(木)と６月 29 日(金)の２日間、学校公開を実施します。子どもたちの普段の様子や様々な活動をご参
観いただき、本校の教育活動へのご理解をいただくとともに、保護者や地域の皆様からのご意見等をいただきたい
と思います。皆様のご来校をお待ちしています。
＜欠席連絡についてのお願い＞
４月に配付しました「むかいだっ子のやくそく 2018」にも記してありますが、欠席、遅刻の連絡は、連絡帳で行
っていただきますようご協力をお願いいたします。
※向田小学校ホームページでは、学校だより等をカラーでご覧いただけます。

６月行事予定

平成３０年度
日

学校行事等

曜

１日 金 登校指導（安心安全の日） X線撮影
２日 土

ＪＴＥ３年

ＡＬＴ６年

地区別集団下校

水道週間（～7）

★ 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 日

４日 月 読書タイム ４年遠足（神奈川県警他） ＡＬＴ５年 清掃班長会議

教育実習終了（由井実習生）

５日 火 清掃班会議（清掃なし）

５年代掻き

クラブ活動

６日 水 歯科検診１～３年、向田

校内研究会（向田学級授業公開）

代掻き予備

７日 木

歯科検診４～６年

２年遠足（わんぱくランド） １年鍵盤ハーモニカ講習

８日 金 １年遠足（運動公園）

ＡＬＴ６年

歯と口の健康週間（～10）

６年プール清掃 ５年田植え

ＪＴＥ４年

※プール清掃・田植え予備

９日 土
10日 日
11日 月 読書タイム ＡＬＴ５年

縦割り清掃開始

給食費引落し

12日 火 児童集会（児童会目標の紹介）

ＪＴＥ１年・向田

内科検診５・６年

13日 水 職員会議➄～打合せ

眼科検診

力こぶ・若松会

教育実習終了（酒井、橋本実習生）

14日 木 耳鼻科検診
15日 金

避難訓練①火災

ＡＬＴ６年

ＪＴＥ３年 児童代表委員会②

内科検診３・４年

校内図工展①（～7/6）

16日 土
17日 日
18日 月 読書タイム ６年プール開き

内科検診１・２年・向田

クラブ活動

19日 火 朝会（えがおの教室担当教諭講話）

校内研究会（6-3授業公開）

※プール開き予備

20日 水 ５年野外教室～ふれあいの村

給食参観・試食会12:00

21日 木 ５年野外教室～ふれあいの村

青少年健全育成会役員会

※１年遠足予備

22日 金 草取り清掃②

ＡＬＴ６年

ＪＴＥ４年

※２年遠足予備

25日 月 読書タイム

ＡＬＴ５年

草取り予備

※力こぶ・若松会予備

26日 火 児童集会（委員会紹介～運営委）

スクールカウンセラー来校日

27日 水 心臓精検～りんどう会館

教材費集金日

ＡＬＴ５年

避難訓練予備（仮）

23日 土
24日 日

PTA本部役員会・運営委員会③

28日 木 学校公開
29日 金 学校公開 懇談会
30日 土

ＡＬＴ６年

ＪＴＥ３年

