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【運動会テーマ 「心のバトンをつなごう」 に向かって】
運動会がいよいよ明日になりました。
今週は、学年での総仕上げの練習を始め、全校練習があり、体力的には少し厳しさを
感じた子どもたちもあったことと思います。しかし、「運動会で仲間と一緒に最高の演技
をしたい。」「自分の力を出し切って家族にがんばる姿を見てほしい。」などの子どもた
ちの目標に向けての気持ちが、運動会の学習をしっかりと支えていることを感じた一週
間でもありました。
朝の運動場では、自主的にバトンリレーの練習をしたり、昼休みには、応援団を中心
に色別に応援練習に励んだりする、子どもたちの一生懸命な姿がありました。５、６年生
は運動会の運営面での仕事もありますが、自分たちの仕事に責任を持ち取り組もうとす
る様子がたくさん見受けられ、そういった高学年の子どもたちの姿勢が全校の運動会の
練習をしっかりと支えていることが感じられました。

応援の全体練習

３・４年生の表現の練習

ご家庭では、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
５・６年生の組み立ての練習
ます。どうぞ、温かなご声援をいただきますようによろしくお願いいたします。
【６年生の日光修学旅行】
５月 13(金)と 14 日(土)に６年生の日光修学旅行を実施しました。２日間とも素
晴らしい天候に恵まれ、１日目は日光国立公園の自然めぐり、２日目は世界遺産の
社寺めぐりができました。湯滝や竜頭の滝、華厳の滝などの雄大さ、中禅寺湖の遊
覧船から見た男体山の美しさを味わったり、世界遺産に登録されている歴史ある建
造物を見学したり、旅館では温かなもてなしを受けたりして、楽しく思い出多い２
日間を過ごすことができました。
今年度の修学旅行では、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が、保護者の皆様のご協力をいただ
き、予定通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。
【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 18 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・中学校で連携して実施している行事で、今年度は、幼稚園と小学校での合同訓練となりま
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。
◆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。どうぞ宜しくお願いします。
遠藤 義邦さん 宮﨑真由子さん
鈴木 三郎さん
吉川 宣男さん 井川 千惠さん
中津川晴康さん
時村さや香さん 小林 苑子さん

◆コミコミ参観のご案内◆
６月 30 日(木)と７月１日(金)の２日間、コ
ミコミ参観（学校公開）を実施します。子ども
たちの普段の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。

６月行事予定

平成28年度
日

曜

1日

水

★モジュ6

学校行事等

2日

木

読書タイム（読み聞かせ５年） ALT

1年遠足～運動公園（杉崎、小宮、藤沼、吉田、牧野）

打合せ 市防災安全課来校9:30（校長、教頭）

3日

金

2年遠足～わんぱくランド（細谷、住友、渡辺、阿部、久保寺）

内科検診（3・4年）13:15～

理科支援員 栄養教諭派遣13:55小泉

4日

土

歯と口の健康週間（～１０日）

5日

日

6日

月

★モジュ7 ステップアップ２－１ ５年代かき9:00 ファミリーチャレンジ

7日

火

ステップアップ２－２ 学年研

8日

水

★モジュ8

9日

木

胸部レントゲン10:00～（１年２名） 登校指導 地区別下校（授業５時間）清掃なし HS

クラブ活動発足①

企画会議 安全点検 縦割り分担場所決定

1年遠足予備日 実習参観３・４校時（鎌倉女子大北村氏）

５年代かき予備日 実習参観５校時（国士館大 小野瀬氏）

６年プール清掃（５・６校時）

縦割り清掃班会議13:10（清掃なし）

教材費集金日 プール清掃予備（６時間扱い）

読書タイム（読み聞かせ２・６年） 縦割り清掃開始 ALT

１年鍵盤ハーモニカ講習会（３校時） 打合せ

５年田植え予備

ステップアップ３－２ 校内研③全体会 向田・えがお（大庭指導主事）

みんなの教室モデル事業連絡部会①（本校５校時参観）藤沼

生沼さん・小泉さん教育実習終了 給食費引落し日

13日 月

朝会（校長）

樹木消毒（候補日１） 食品検査

Ｐ本部役員会③ 第6回職員会議

14日 火

５年林間学校（ふれあいの村）担任、久保寺、佐藤

ステップアップ２－１ 給食参観・試食会（１年保護者、P厚生）

プール水質検査（中休み～11:00） 学年研

15日 水

５年林間学校 ステップアップ２－２ HS

ことばの教室在籍校訪問（２・３校時） 清掃なし 樹木消毒（候補日２）

力こぶ・若松会9:00

16日 木

読書タイム（読み聞かせ１・３年） ALT

４年歯科指導（13:30～14:40）

打合せ 2年遠足予備 力こぶ・若松会予備

17日 金

★モジュ9

10日 金

ステップアップ３－１ ５年田植え9:00

HS

11日 土
12日 日

児童代表委員会②

ステップアップ３－１ 避難訓練①地震9:50 幼小交流会（授業参観13:55

18日 土

情報交換15:05）

★ 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。

19日 日
20日 月

プール開き(６年)8:40 ヘルスチェック開始

ステップアップ３－２ クラブ活動② 樹木消毒（候補日３）

給食残量調査（～２４） 校内図工展①（～７／８）

21日 火

草取り清掃②（朝） ALT４の２ おはなし会（ぽけっと）

メダカ出前授業（５年）教育研究所 富川講師来校

学年研 プール開き予備

22日 水

★モジュ10

校内研④全体会（算数）小林5-1 清掃なし

Ｐ運営委員会③

23日 木

読書タイム（読み聞かせ４年） ALT

避難訓練予備日 ４年環境フェア9:30出発

打合せ

24日 金

４年遠足(横浜方面) 担任、校長

ステップアップ２－２ 有森SC

草取り予備

27日 月

ステップアップ３－１

心の教育部会③ 県行政部学校訪問10:00

児童・生徒指導強化週間第1期（～7月4日）

28日 火

全校児童集会（委員会紹介 運営委）

学年研

29日 水

★モジュ11 ステップアップ３－２ 清掃なし

30日 木

読書タイム ALT

ステップアップ２－１ HS

25日 土
26日 日

安全点検
コミコミ参観

打合せ

◆小・中学校の教科書展示会のお知らせ
◆花壇がきれいに整備されました
県教育委員会では、平成 29 年度に使用される
５月 12 日(木)に力こぶの会の皆さんとＰＴＡ役員さん 20
教科書の一般公開を実施します。
人近くが、花壇の整備をしてくださいました。また 23 日（月）
には、
遠藤義邦さんがたくさんの花の苗を提供してくださり、 日 時：平成 28 年６月 17 日（金）～７月６日（水）
午前９時～午後５時
苗植えをしてくださいました。ひまわりやサルビア、マリー
但し、土曜日・日曜日を除く
ゴールドなどの夏花が花壇いっぱいになりました。
会 場：足柄上合同庁舎 別館２階 ２A 会議室
子どもたちが気持ちよく
展示物：小学校用教科書 中学校用教科書
生活や学習ができる環境に
特別支援学校用及び小・中学校特別支援
なりました。ありがとうご
ざいました。

学級用教科書

