
学 校 だ よ り 平成２４年７月２日発行
夏本番を迎えました。あと，二十日ほどで夏休みです。楽しい夏休みを迎えられるよう，

日ごろ頑張っていることや，もう少し努力できそうなことを振り返り，夏休みの学習や生活

のめあてに生かしてほしいと思います。

７月行事予定

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ 全校朝会

ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ来校

上学年体重測定

下校

1・3 年 15:00

2,4～6 年 16:00

水泳練習 17:00

３ 読書タイム

下学年体重測定

下校

1・2 年 15:00

3～6 年 16:00

水泳練習 17:00

４ 仲間づくり

学校訪問

3 年ﾘｺｰﾀﾞｰ講習会

委員会活動

下校

1～3 年 15:00

4～6 年 16:00

水泳練習 17:00

５ ﾏｲｽﾀﾃﾞｨｰ

集団下校 15：00

巡視当番

（６年兼若,５年加藤

３年野口,１年藤澤

佑都）

６ 体育集会

外国語活動

（1・2・5・6 年）

下校

1・2 年 15:00

3～6 年 16:00

水泳練習 17:00

７

８ ９ 委員会発表

下校

1・3 年 15:00

2,4～6 年 16:00

水泳練習 17:00

１０ 読書タイム

下校

1・2 年 15:00

3～6 年 16:00

水泳練習 17:00

１１ 道徳の日

ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ来校

まだけっ子 水泳 大会

(予備日 13 日)

下校

1・2 年 15:00

3～6 年 16:00

水泳練習 17:00

１２ 学級の時間

集団下校 15：00

水泳練習 16:00

１３ 運動の日

外国語活動

（3～6年）

栄養士来校

下校

1・2 年 15:00

3～6 年 16:00

水泳練習 17:00

１４

１５ １６

海の日

１７ 読書タイム

下校

1・2 年 15:00

3～6 年 16:00

水泳練習 17:00

１８ 縦割活動

学校保健委員会

個人懇談(希望者)

下校

全校 15:35

水泳練習 16:30

１９ 地区児童会

集団下校 15：00

水泳練習 16:00

２０ 休業前指導

給食終了

月末大掃除

集団下校 15：00

水泳練習 16:00

２１

安原かが

やきデイ

キャンプ

２２

安原かがや

きデイキャ

ンプ

２３ 夏季休業

（～９／２）

水泳練習

競書会清書日

プール開放開始

（８／３まで）

２４

高松市水泳記録

会

２５ ２６ ２７ ２８

２９ ３０ ３１ 9 月の主な行事： 2 日 PTA ボランティア活動(校内環境整備)

12 日自由参観，夏休み課題研究発表会

水泳練習（16:00～16:45 12 日,19 日,20 日は 15:00～15:45 18 日は 15:35～16:20 23 日は 9:00～9:45）

７月の生活目標 『自分の役割をはたそう』

学校生活では，児童一人ひとりに係活動や清掃・給食当番活動など，様々な役割があります。

そして，これらの役割を果たすことで，学級や学校での生活が営まれ，児童の自立心や自己有用

感・責任感等が育まれています。今月は，自分の役割について考え，しっかりとその責任を果た

すことを目指します。

夏休みも近づいてきました。ご家庭でも，お手伝いなどを通して，家庭での役割とその大切さ

をお子さんと一緒に振り返り，家族で助け合い，感謝し合って生活できる喜びについて話し合っ

ていただけたらと思います。
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学年だより 「ほたる集会」から

５年

３年

6 年

4 年

2 年

３年生は，大好きな遊び「ドッジボール」

の場面を通して，なかまに入れない子の悲

しい，辛い気持ちを考え，どのように解決

しなければならないかを話し合いました。

そして，めざす自分，めざす学級について，

自分たちの考えを発表しました。

仲良しで楽しい学級をつくるため，自分

がされて嫌なことは相手にもしない，言わ

ないという約束をして，がんばります。

４年生は，国語で「こわれた千の楽器」を

学習しました。こわれて音が出なくなった楽

器たちが，お互いに足りないところを補い合

って音楽を奏でるという話です。

ほたる集会では，この話をもとに，影絵を

使って朗読劇にして発表しました。クラスの

みんなが力を合わせて発表する様子は，まさ

にこの話のストーリーそのものでした。

１年生にとってみんなの前で自分の考えを話す
こと，自分の考えを聞いてもらうことは，なかま
の一人であるという自信を持つために大切なこと
です。「春夏秋冬どれが好き」の学習後の感想に，
「話を聞いてくれてうれしかった。」「みんな考え
が違っている。」「だから友だちの話を聞くことが
楽しい。」「みんなと勉強するのが楽しい。」とあり
ました。友だちに関する本を読んだりゲームをし
たり，友だちのいいところ見つけをしたり，様々
な友だちとの関わりを通して，友だちが好き，友
達といるって楽しいという思いが，少しずつ子ど
もたちの中で膨らんできたのではないかと感じて
います。

２年生が学級会で話し合って決めたテー

マは，「やさしいこころ，やさしいなかま」

です。国語で学習した「あしたも友だち」

のおおかみの優しさについて考えました。

また，ビデオで学習した「金たろう・・

こころの力もち」からは，うわさや表面の

ようすで相手のことを決めてしまわない

で，相手の立場や気持ちをしっかり考えて

大切にすることが『心の力もち』なんだと

考えました。

１年
５年生は，お互いの立場を認め合い信頼し

合って友情を深め，困っているときには助け

合うことを目指しています。道徳で学習した

「なかよしタイム」という話から，運動が得

意でない人も一緒に楽しめるようにするには

どうしたらよいかをみんなで考えたり，相手

の心の中を察したりすることの大切さを学ぶ

ことができました。普段の生活の中でも生か

せるよう言葉かけをしたいです。
６年生になり，全校集会などで中心になり，

活躍する場面が増えてきました。ほたる集会

でも委員会ごとに集会を成功させるために，

それぞれの役割分担の中でがんばりました。

また発表では，学校生活の中で，人権に関
する内容について，グループごとに詩を発表

するとともに詩の内容について感じたことや

考えたことを自分の言葉で表現することがで

きました。


