学校だより

むかいだ

平成 30 年６月 26 日
南足柄市立向田小学校
№ ４

６月 21 日（木）は夏至でした。紫陽花の花が雨に映え水田をわたる風が爽やかな季節となりました。雲の
合間より時折差し込む強い日差しに、夏の訪れを感じるこの頃です。
６年生によるプール清掃が終了し、見事なまでにプールがきれいになりました。今年も、プールから子ども
たちの元気な声が聞こえてきます。夏休みを前に、４月から３ヶ月間の学習や生活の振り返りをするとともに、
教育活動の一層の充実に努めていきたいと思います。

◆５年生 野外教室◆
６月１９日（水）～６月２０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、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、火の神より火の大切さを学
び、あたたかな灯火のもと、歌やゲーム、ダンスを全員で楽しみ、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。
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。
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。準備や健康管理等のご協力を
いただきありがとうございました。

◆３年生 「毛筆」がスタートしました！◆
１年生から学習している書写の学習では、３年生から「毛筆」の学習が
スタートします。初めて筆を使って字を書く学習を行うにあたって、地域の
ボランティアの遠藤綾子様が、ご指導してくださいました。 遠藤様は、毎
年、毛筆学習のスタートと書初めの学習でご指導してくださいます。
子どもたちは、始筆・送筆・終筆に注
意しながら墨の字の美しさや書くことの
楽しさを感じていました。

写真右側は、小林苑子スクールコーディネーターです。ボランティアの方々
の窓口として、向田小学校の教育活動を支えていただいています。

◆環境ボランティア（修繕・剪定）のみなさま いつもありがとうございます！◆
昨年、朝会で日野原 重明（ひのはら しげあき）さんの「『いのち』は自分が使える時間」という言葉を紹
介しました。自分以外の人のため…向田小学校の子どもたちのために、自分が使える時間「いのち」を使っ
てくださっているボランティアの方々の尊いご厚意に深く感謝申し上げます。

6 月 13 日（水）若松会・力こぶ環境整備

佐藤 正一 様

山口 幸次 様

渡邊 紘治 様

若松会の皆様

ありがとうございました

◆わたしたちの児童会目標◆

＜６月12 日（火）の
集会の課題＞

６月 12 日（火）の児童集会で、運営委員
会が、平成 30 年度の児童会目標「進んで
あいさつ 明るく笑顔あふれる向田小」を、
発表しました。
児童集会の感想を発表する「感想タイ
ム」の場面では、感想を発表する児童に、
自分の身体を向けて真剣に話を聴く児童も
いました。普段から学級で、友達の話を聴く
姿勢を意識しているからなのでしょう。
「あいさつ」も「相手の話を聴く」も、人と人
とのコミュニケーションを円滑に図っていくた
めには、とても大切なことです。
児童会、学年、学級、一人ひとりが、向田
小学校をよくしていこうという意識をさらに高
め、「あいさつ」「相手の話を聴くこと」へ、真
剣且つ継続的に取り組んでいく姿を楽しみ
にしています。

◆えがおの教室について◆

◆体育館入場のと
きの歌声は？
◆集会が始まる前
の心の準備は？
静かに落着いて
待てたかな？
◆発表や感想の聴
き方は？
◆退場の仕方は？

＜６月 19 日（火）の朝会では…＞

６月19 日（火）の朝会では、え
がおの教室について担当の職員
から説明がありました。

朝会の前に、音楽委員会が担当職員の指導の
もと、大切な校歌の歌い方として、まず、声の出
し方を工夫していました。

えがおの教室とは…
にがてなことをその子にあっ
た方法で一緒に練習してで
きるようにするところです。

「進んであいさつ明るく笑顔あふれる向田小」を
めざして体育館入場時にまず、ふれあい委員会
が全校にあいさつをしようと行動を起こしました。

分からないこと、相談したいこ
とがあったら、いつでも声を
かけて
ください。

「静かにすわりましょう」…おしゃべりが止みません。
「静かにすわれなかったので、やり直しをします。（落
着いた声で）」…一瞬にしておしゃべりが止みました。

朝会・集会の課題に、児童・
職員、一緒に取り組みます！

◆図書の寄贈ありがとうございました◆
大切に使わせていただきます

職員打合せで、
職員も、どうしたら
課題が解決できる
か話し合いました。

「そうです。静かにすわるとは、おしゃべりを止めて、
音も出さないことです。」（司会の職員の指導）
大切なお話を聴くための心の準備ができました。

←茂原和代様からプ
レゼントされた本の
一部（他に英語の本があります）
6 月 22 日（金）に、
図書委員会の委員長
と副委員長が、向田小
学校の児童代表とし
て感謝のメッセージ
をおくりました。

↑足柄ロータリークラブ様から
プレゼントされた本の紹介

◆今年も 「いのち」 あずかりました！◆
【５年生の代掻き、田植えの体験活動】
６月７日（木）に、５年生が遠藤義邦様の田んぼで、田
植えを行いました。その前の６月５日（火）には水が張っ
た田んぼに入って代掻きを行い、田んぼの土や水の感
触を泥んこになって味わいました。
また、遠藤義邦様の田んぼからバケツ稲用の泥と苗も
いただきました。５年生は、これから秋まで、体験学習を
通して、米作りについて学んでいきます。

【５年生メダカの誕生の授業】
６月１９日（水）に、富川孝治様から５年生の児童一人
ひとりに「いのちがスタートしたメダカの受精卵」をいただ
きました。そして、メダカの誕生について授業をしていた
だきました。解剖顕微鏡をのぞきながら、いのちがスター
トしたばかりの受精卵の様子を、子どもたちは目を輝かせ
ながら真剣に観察していました。
富川孝治様は、「『いのち』をあずけましたよ。」と、子ど
もたちに真剣なまなざしでお話されました。「いのち」を大
切にする心と科学的探究心を育んでいきたいです。

5 年生は、次の日は、野外
教室に向かう日でしたが、
朝、体育館に集合するや否
や、真っ先に教室に行って
メダカの卵の観察をして
いました。

◆学校公開日◆

◆教科書展示会のお知らせ◆
平成 31 年度に使用する教科書見本を展示します。
１ 日 時

平成30年６月15日（金）～ 平成30年７月４日（水）

２ 会 場

午前９時～午後５時 ただし、土曜日・日曜日を除く
足柄上合同庁舎内 足柄上地区教科書センター
（開成町吉田島２４８９－２）

６月 28 日（木）・29 日（金）
８時 30 分～14 時 55 分

◆懇談会◆
６月 29 日（金）

1~6 年

15：10～

向田学級 16：15～

詳細は、ご案内をお読みください。

◆運動会へのご協力、ありがとうございました＜運動会テーマ「心を ひとつに」＞◆
5 月 26 日（土）に、すがすがしい天候の下、運動会を実施しました。子どもたちは練習の成果を十分に発
揮することができました。昨年度のＰＴＡで、タープテントをさらに購入していただき、入場門と準備係り、決審
係り、１～４年生の応援席に設置することができました。
全学年の子どもたちが入場までの待機時間、暑さをしのぐことができました。ありがとうございました。
保護者の皆様、地域の皆様には温かなご声援と、種目への参加や安全面や最後の片づけでのご協力を
いただき、心より感謝申し上げます。

１・２年 「むかいだ ★Ohana-Mahalo★

３・４年 「爽快！向田大漁祭り！」

※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。

５・６年 友情～絆のかけ橋～」

平成３０年度
日

７ 月 行 事 予 定
学校行事等

曜

１日 日
２日 月 登校指導 ＡＬＴ５年

委員会活動⑥（アルバム写真）

３日 火 朝会（安全部）

3年交通安全教室

えがお教育相談

４日 水 給食なし 特別日課４校時下校

えがお教育相談

※生活実態調査〆切

給食残量調査（～６）

５日 木 3年遠足（地球博物館）
６日 金

避難訓練（火災）

校内研究会（5-2研究授業）

ＡＬＴ６年

ＪＴＥ２・４年
★

８日 日

10日 火

※教育相談希望日〆切

えがお教育相談

７日 土 向田ゆめトープ整備作業8:30

９日 月 読書タイム

えがお教育相談

えがお教育相談

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。

ＡＬＴ５年

クラブ活動

児童集会（ボランティア委員会）、３年南足柄名人中川様授業３、２年おはなし会、４年福祉教室（青いぶどうの会）、力こぶの会、給食費引落し

11日 水 職員会議

PTA家庭教育学級①

12日 木
13日 金 ＡＬＴ６年 ＪＴＥ３年

※力こぶ予備
４年アイマスク体験学習

14日 土
15日 日
16日 月

海

の

日

17日 火 読書タイム
18日 水 校内研究会（1-1・4-1研究授業）
19日 木 給食終了
20日 金 朝会（おわりの会）

特別日課４校時下校

21日 土
22日 日
23日 月 教育相談、図書室開放
24日 火 教育相談、図書室開放

夏季休業

25日 水 教育相談、図書室開放

７月２１日（土）～８月29日（水）

26日 木
27日 金
28日 土
29日 日
木 登校指導

給食なし

朝会（はじめの会）

水泳記録会（６年）

31日 金 登校指導

給食なし

特別日課４校時下校

水泳記録会（３・４年）

8/30

