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  平成２５年６月号 
 

 例年より早い梅雨入りとなりました。先日は、全校生でさつまいものつるを畑にさしたり、

プール清掃を行ったりしました。梅雨の合間を見計らって夏に向けての準備を整えています。 

さて，６月は，「強めよう絆月間」及び「あいさつ運動強調月間」です。絆を強め、思いや

りいっぱいの学校にしたいと思います。また、お互いに元気なあいさつができるよう、標準

服に，ピカちゃんバッチをつけて取り組みます。御家庭でも明るいあいさつをお願いします。 

 

日 月 火 水 木 金 土 

６／３～６／２８：「強めよう絆月間」，「あいさつ運動強調月間」    ６／３～６／７：「ありがとう週間」 １ 

２ ３ 全校朝会 

スクールガードリーダー来校 

不審者対応避難訓練 

上学年体重測定 

下校 

1・2 年   15:00 

3～6年 16:00 

４ 読書タイム 

下学年体重測定 

心電図検査(1年) 

下校 

1・3年 15:00 

2,4～6年 16:00 

PTA本部役員会 

５ 道徳の日 

仲間作り 

プール開き（5 校時） 

 

下校 

1・2 年   15:00 

3～6年 16:00 

６ ﾏｲｽﾀﾃﾞｨｰ 

 

集団下校１５：００ 

巡視当番 

（６年，４年，２年） 

７ 運動の日 

 

 

下校 

1・2 年 15:00 

3～6年 16:00 

８ 

ホタルまつり 

９ １０ 委員会発表 

 

下校 

1・2 年   15:00 

3～6年 16:00 

○水  

１１ 読書タイム 

 

下校 

1・3年 15:00 

2,4～6年 16:00 

○水  

１２ 道徳の日 

学級指導 

委員会活動 

下校 

1～3 年 15:00 

4～6年 16:00○水  

１３ ﾏｲｽﾀﾃﾞｨｰ 

集団下校１３：００ 

巡視当番 

（６年４年３年） 

１４ 運動の日 

外国語活動 

下校 

1・2 年 15:00 

3～6年 16:00○水  

１５ 

 

 

１６ １７ 音楽集会 

人権の花贈呈式 

 

下校 

1・2 年   15:00 

3～6年 16:00○水  

１８ 読書タイム 

自由参観 

ほたる集会 

家庭教育学級 

（救急救命講習） 

下校 16:00○水  

１９ 縦割活動 

道徳の日 

自由参観 

クラブ活動 

下校 

1・2 年 14:00 

3～6年 16:00 

２０ ﾏｲｽﾀﾃﾞｨｰ 

登校班班長・副

班長会 

安全点検 

集団下校１５：００ 

２１ 運動の日 

外国語活動 

なかよし給食 

下校 

1・2 年  15:00 

3～6年 16:00○水  

２２ 

２３/３０ 

 

２４ クロッキー 

 

 

 

下校 

1・2 年   15:00 

3～6年 16:00○水  

２５ 読書タイム 

5年 集団宿泊学習 

 

下校 

1・3 年  15:00 

2・4・6年 16:00 

○水  

２６ 道徳の日 

5年 集団宿泊学習 

 

下校 

1・2 年 15:00 

3・4・6年 16:00 

２７ ﾏｲｽﾀﾃﾞｨｰ 

 

集団下校１３：００ 

 

２８ 運動の日 

栄養士来校 

ぴかぴかデー 

（月末大掃除） 

下校 

1・2 年 15:00 

3～6年 16:00○水  

２９ 

７月の主な行事 ８日学校訪問 １１日水泳大会 １７日学校保健委員会・個人懇談 ２２日～夏季休業日  

２３日市水泳記録会・競書会清書 

６月の生活目標  やさしい言葉づかいをしよう 

 ６月１８日(火)は，本校の人権集会である「ほたる集会」が行われます。全校生で人権につい

て学び合います。言葉遣いには，人への思いやりや関心が表れます。温かい言葉に包まれて育つ

と自尊感情が高まり，意欲や自信につながります。お互いに，相手のよさや頑張りに目を向け，

思いやりのある温かい言葉や素直な「ありがとう」の気持ちを伝えていきたいものです。  

 

お知らせ 

※１年学級担任 林 響子が 5 月 28 日より産前休暇となりました。替わって 横山 こころ

が赴任し，1 年生を担任します。林同様、よろしくお願いします。  

６月の行事予定 
○水：4 年生以上の放課後水泳練習日。参加者の下校は 17:00 となります。 



学年だより 

 
 

 

  

５年 

３年 

6 年 

4 年 

2 年 

４年生の時から楽しみにしていた家庭科が

始まりました。調理実習では，お茶の入れ方

や包丁の使い方を学習し，ゆでる料理として

ゆで卵とサラダを作りました。これから縫い

物にも挑戦し，小物作りをします。こんな時，

経験のある子とない子では，取り組み方が随

分違ってきます。ご家庭でも是非，料理や縫

い物の体験をどんどんさせて欲しいです。 

 

理科では，植物やチョウの学習を行って

います。実際にモンシロチョウやホウセン

カ，ヒマワリ等を育てています。社会では，

地図の見方について学習しています。地図

記号や八方位もたくさん覚えることがで

きました。 

算数や国語でも，自分の考えをまずしっ

かり持って，発表することをがんばってい

ます。子どもたちに，友達の前で，発表す

ることのすばらしさや達成感を味わって

もらいたいと思い，取り組んでいます。 

5 月 10 日，香川町にある消防署へ見学に行

きました。路線バスを利用しての校外学習に

ドキドキ・・・でも，みんな公共のルールを

守って行動できました。30 メートルも伸びる

はしご車を間近に見て，全員驚きの声をあげ

ました。消防士さん達に聞きたかったことを

質問したり，しっかりメモを取ったり，有意

義な時間を過ごすことができました。 

 ６年生になって歴史学習が始まり，聞き慣

れない難しい言葉に悪戦苦闘しながらも，興

味を持ち，熱心に学習に取り組んでいます。 

 また，理科では「動物の体のはたらき」を

学習していますが，唾液がでんぷんを別の物

に変える実験をしたり，自分の心臓の音を聞

いたりして，体のはたらきのすごさにびっく

りしていました。 

生活科の学習で，地域の方に御協力をいただ

き野菜の苗を植えました。７種類の野菜作りに

挑戦しています。子どもたちは野菜の苗に名前

をつけ，早く大きくなってほしいと願いなが

ら，毎朝夕水やりを頑張ってしています。「だ

いぶ大きくなってきたよ。」「花のようなものが

ついているよ。」とその成長ぶりにも喜んでい

ます。夏にはおいしい野菜がたくさん収穫でき

るのが楽しみです。 

 ５月の連休明けに，１年生は生活科でア

サガオの種をまきました。毎朝カバンの片

付けを終えると，自分の鉢を楽しそうに見

に行き，ペットボトルのじょうろで水をあ

げています。先日，全員の芽が出て，子ど

もたちからは「やったあ！」と喜びの声が

上がりました。それからは，日々変化する

アサガオに驚きっぱなしの子どもたち。「昨

日よりのびてる！」「葉っぱが開いた。」と

大喜びです。夏にはみんなのかわいい花が

咲きそろうことでしょう。 

１年 

  


