
 
  
 
 
 

 

 

 
  

   

 
   

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

 

  

   むかいだ 

 

平成30年９月27日 

南足柄市立向田小学校 

№６ 

学校だより 

◆子どもたちの元気な笑顔が、学校にもどってきました◆ 

今年の夏は、記録的な猛暑とともに、大きな自然災害が日本を襲いました。西日本をはじめ各地を襲った豪雨

や、大阪北部地震、北海道胆振（いぶり）東部地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、一日

も早い復興をお祈り申し上げます。 

はやいもので、学校に子どもたちの元気な声がもどってきて、一ヶ月がたとうとしています。 
40 日間の長い夏休みでしたが、夏休みならではの時間をかけた学習や体験、ご家族での時間や、地域行事

への参加など、子どもたちは楽しい時間を過ごしたことと思います。 

８月 30 日の朝、各学級の黒板には、担任からのあたたかいメッセージが書かれていました。担任をはじめ職

員一同、子どもたちに再会する日を楽しみにしていました。子どもたちの元気な声、笑顔がもどってきた学校っ

て、本当にいいですね。 

◆９月 21 日は 国際平和の日◆ 

毎年９月21 日は、国際連合で定められた世界平和の日です。非暴力と世界の停戦の日として、敵対行為の

停止を世界の国々と人々に呼びかけることを目的としています。 

今年 1 月、ローマ法王が、平和への願いを込めて、長崎原爆投下の被害者である少年の姿をとらえた「焼き

場にて、長崎」の写真（ジョー・オダネル撮影）をカードに印刷して配布するよう指示をだしました。この写真が収

められている『トランクの中の日本』という写真集についての展覧会で目にした言葉が今も心に残っています。

「平和とは、とてももろくて、時には、正反対にあるはずの戦争を正当化する理由にすらなってしまう…。」といっ

た内容の言葉でした。 

 理由はどうであれ、戦争はしてはいけないことを心に誓い日々の生活を送ることは、人権意識を高め、いじめ

防止にもつながるように思います。 

 ９月３０日（日）９時より中部公民館で、南足柄市いじめ防止フォーラムが開催され、今年度は向田小学校児

童会が発表します。いじめ防止に対する主体的な取り組みの発表を通じ、今後も全校で、いじめ防止に継続的

に取り組んでいくことを期待します。 

◆キラキラ輝く チームワーク 長なわ集会◆ 

 ９月14 日（金）の「長なわ集会」に向けて、子どもたちは、３分間で何回跳

べるのか記録更新のために毎日練習に取り組んできました。 

９月の朝のキラキラタイムでは、本番さながら、３分間にみんなの心を集

中させ、各学級、真剣な面差しで跳んでいました。 

1 年生は、今年初めての挑戦ですが、どの子も臆することなく縄の動きに

集中して、長縄の中へ跳び込んでいきました。２年生からは、縄を回す役

目も子どもたちが担います。２年生の長縄跳びでは、友達が跳びやすいよ

うに力強くリズムよく一生懸命に縄を回していました。経験は浅くても、低学

年の子どもたちの姿は、とてもたくましかったです。 

３年生以上になると子どもたちは、リズム感やスピードを求めて、互いの

呼吸を合わせ、巧みな動きや集中力を磨き合っていました。 

「長なわ集会」に向けた取り組みを通じて、身体能力だけではなく、判断

力、自分や友達を信じる心、思いやりの心が培われ、チームワークを高め

ていました。 

子どもたちのキラキラ輝くチームワークに、大きな拍手をおくります！ 

「長なわ集会」当日は雨になってしまったた

め、低学年は朝の時間、中学年は中休み、高

学年は昼休みに、体育館で行いました。 

スポーツ委員会は、３回活躍し、充実した

一日となりました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

◆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８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。 

今年度より、ＰＴＡさわやか美化デーは、天候による延期を避けるた

めに設定日を一日限りとし、雨の場合でも美化作業を実施していただ

けるようにしました。今年は、早朝より雨模様でしたが、実施時間帯は

雨も上がり、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。 

南開工業の方々の取組みは高く評価され、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てい

ます。 

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、心意気から、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。 

 心を込めてトイレを掃除する南開工業のボランティアの方々、保護者

の方々そして６年生の尊い姿に、深く感動しました。 

他の学年の子どもたちは、どんなことを感じたでしょうか？ 

すばらしいなと感じた心をぜひ大切にして、生活に生かしていってくだ

さい。 

◆交通整理員の乗冨様ありがとうございました◆ 

 平成15 年７月11 日より向田小学校の子どもたちの安全に、ご尽力いた

だいた交通整理員の乗冨（のりとみ）マチ子様が、平成 30 年７月 31 日を

もって、ご退職されました。 

15 年間という長年にわたり、雨の日も風の日も、猛暑の日も、極寒の日

も毎日、和田河原にある通学路の横断歩道で、向田小学校の子どもたち

の安全を守ってくださいました。 

登校時は、どことなくまだねむたそうな子どもや、「今何時？」と時間を気

にしている子ども等、様々な朝の顔に、優しく「おはよう。」と声をかけてくだ

さいました。 

下校時は、「おかえり」「また、あしたね。」と温かく迎えてくださいました。 

一言では言い尽くせない、たくさんのありがとうの気持ちでいっぱいです。

向田小学校の子どもたちに対するご厚情に、心より感謝申し上げます。 

８月30 日より新たに内藤明子様が、交通整理員となりました。 

高杉直子様とともに、向田小学校の子どもたちの登下校の安全の見守り

をどうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、10 月 5 日（金）８時 25 分頃より、本校体育館で、乗冨様をお招き

して、感謝状を贈呈いたします。 

左より 

乗冨マチ子様 高杉直子様 内藤明子様 

↓南開工業の方々と６年生 

8 月30 日、31 日は、乗冨様も、安全を見守ってくださ

いました 

◆信号機が青でも…◆ 

一つしかない大切な命です。信号機が青でも、前後左

右の車・自転車に気をつけて横断しましょう！ 

◆あいさつは 心の窓◆ 

 地域で、家庭で、学校で、気持ちのいいあいさつ

を自分からすすんでしていきましょう！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆稲刈り・ささら踊り  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。 

今年は記録的な猛暑でしたが、今年も豊作でしょうか？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10 日（水）、予備日は 10 月１１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45 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 

◆敬老会への参加 ４年生◆ 

 ９月14日（金）、和田河原自治会館で行われた和田河原敬老会（若松会）

に４年生が参加させていただきました。 

音楽の発表の後に、ふれあいミニゲームを一緒にさせていただきました。 

そして、あたたかい言葉をいっぱいかけていただきました。 

地域の温もりや愛情を感じることができ、子どもたちにとって、すばらしい

経験となりました。 

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。 

◆相模人形芝居鑑賞・ワークショップ ３年生◆ 

 ９月１９日（水）、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。 

着物、髪型、骨組み、動き…日本文化のすばらしさ、そして郷土の文化財の

すばらしさを感じることができる贅沢な学びの時間をすごすことができました。 

将来、足柄座に入りたいと手を挙げて希望する子もいました。 

足柄座の皆様、本当にありがとうございました。 

※ 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。 



１ ０ 月 行 事 予 定
日 曜

１日 月 読書タイム（１・２年読み聞かせ） ＡＬＴ５年 あゆみ情報確認シート配付

２日 火 清掃昼休み日課　６年陸上交流５・６校時（台中生と） ５年校外学習（日産追浜他）

３日 水 あゆみ情報確認シート提出

４日 木 清掃昼休み日課 PTA指名委員会①

５日 金 １学期終業式　特別日課 ＡＬＴ５年　ＪＴＥ４年 給食なし　※水筒はこの日まで

６日 土 　 　 　

７日 日 　 　 　

８日 月 　 体　育　の　日 　

９日 火 ２学期始業式　特別日課 給食なし 職員研究会

10日 水 児童集会（４年生音楽発表） 視力検査１年　職員会議 給食費引落し　５年稲刈り＆６年ささら踊り

11日 木 視力検査３年 １年校外学習（松田山方面） ※稲刈り＆ささら予備

12日 金 ４年 市小学校音楽会・二分の一成人式 視力検査２年　６年陸上交流（福沢小）　ＡＬＴ６年 PTAバザー準備　幼小中高美術展（～14日）

13日 土 ＰＴＡふれあいバザー10:00～11:30 　 　

14日 日 　   　

15日 月 読書タイム（３・４年読み聞かせ） 児童代表委員会　視力検査６年　ＡＬＴ⒌年 ４年清掃工場・最終処分場見学　山北髙体育実習（～17日）

16日 火 児童集会（６年生をはげます会） 視力検査５年 力こぶの会

17日 水 ６年市小学校陸上大会 視力検査４年 PTA会計監査選出19:00

18日 木 スクールカウンセラー来校日 ※６年陸上大会予備

19日 金 ＡＬＴ６年 ＪＴＥ２・３年・向田 ※力こぶ予備、１年校外学習予備

20日 土 　　　　　 　　 　　

21日 日 　　 　 　

22日 月 読書タイム（５・６年読み聞かせ） ＡＬ５年 委員会活動

23日 火 児童集会（いじめ防止）

24日 水 校内研究会（6-1研究授業） PTA家庭教育学級②

25日 木 ２年校外学習（二宮方面）

26日 金 特別日課 ＡＬＴ６年 ＪＴＥ４年

27日 土 　 　 　

28日 日 　 　 　

29日 月 読書タイム（１・２年読み聞かせ） 　ＡＬＴ５年クラブ活動 教材費集金日

30日 火 読書タイム ３年校外学習（丸太の森）

31日 水 読書タイム 校内研究会（2-1、5-1研究授業）

平成３０年度
学校行事等

★ 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。


