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秋風が心地よく，過ごしやすい季節になりました。何をするにも気持ちのよいこの季節は、

読書の秋、スポーツの秋、旅行の秋など○○の秋がいっぱいです。学校では、上学年の子ど

もたちが陸上記録会にむけての練習に励んだり、教室や図書室では読書に親しむ子どもが増

えたりしています。また、今月下旬には６年生が京阪神に修学旅行に出かけます。 

ご家庭でも、親子でふれあいながら、様々な秋を楽しんでいただけると幸いです。 

１０月行事予定 

日 月 火 水 木 金 土 

  

 
１ 読書タイム 

あいさつ週間(～4日) 

スクールガードリーダー来校 

上学年視力・体重測定 

４年出前授業(ため池について) 

下校 1・3年 15:00 

2,4～6年 16:00 

陸上練習 17:00 

 PTA本部役員会 

２ 道徳の日 

下学年視力・体重測定 

あそびの日（昼休み） 

委員会活動 

下校 1～3年 15:00 

4～6年 16:00 

陸上練習 17:00 

 

３ ﾏｲｽﾀﾃﾞｨｰ 

ありがとう週間(～9 日) 

 

集団下校１５：００ 

 

４ 運動の日 

外国語活動 

下校 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

陸上練習 17:00 

 

５ 

 

６ ７朝の交通指導 

全校朝会 

集金引き落とし 

下校 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

陸上練習 17:00 

８ 読書タイム 

市小学校陸上記録会

(5・6年生弁当持参) 

（雨天時 １０/２３） 

下校 1・3年 15:00 

2・4年 16:00 

5・6年 17:20 

９ 道徳の日(仲間作り) 

あそびの日（昼休み） 

 

下校 1～3年 15:00 

4～6年 16:00 

 

１０  ﾏｲｽﾀﾃﾞｨｰ 

集団下校１５：００ 

巡視当番 （ 年） 

１１ 運動の日 

外国語活動 

下校 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

１２ 

 

１３ 

 

１４ 体育の日 

 

１５ 読書タイム 

認知症サポーター

出前授業 

下校 1・3年 15:00 

2,4～6年 16:00 

１６ 道徳の日 

（縦割り活動） 

あそびの日（昼休み） 

ｸﾗﾌﾞ活動(5・6校時) 

下校 1・2年 14:00 

3～6年 16:00 

１７  ﾏｲｽﾀﾃﾞｨｰ 

 

集団下校１５：００ 

１８ 運動の日 

外国語活動 

心音・心電図検査(4年)  

下校 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

１９ 
防災訓練

（会場：

上西小）

9:00 ～

11:30 

２０ ２１ 朝の交通指導 

全校集会 

安全点検 

狂言鑑賞(5・6年) 

下校 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

２２ 読書タイム 

食育・徳育プログラム 

（１～３年） 

登校班長・副班長会 

下校 1・3年 15:00 

2,4～6年 16:00 

２３ 道徳の日 

あそびの日（昼休み） 

下校 

 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

２４  ﾏｲｽﾀﾃﾞｨｰ 

６年修学旅行 

(6:50塩江支所出発)  

集団下校 15:00 

 

２５ 運動の日 

６年修学旅行 

外国語活動 

下校 1・2年 15:00 

3～5年 16:00 

6年 18:40帰着 

２６ 

塩中ブロ

ックスポー

ツ大会 

（ 塩 中 体

育館） 

２７ ２８ 音楽集会 

 

下校 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

 

２９ 読書タイム 

4 年小児生活習慣

病予防検診 

栄養士来校 

あそびの日（昼休み） 

下校 1・3年 15:00 

2,4～6年 16:00 

３０ 道徳の日 

ぴかぴかデー 

（月末大掃除） 

下校 

 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

 

３１ ﾏｲｽﾀﾃﾞｨｰ 

研究授業 

(5・6年体育) 

下校 1～4年 13:00     

5・6年 15:00 

巡視当番 

（6年 

・5年 

 １年） 

塩 江 地 区 防 災 訓 練

10/19(土)9:00～11:30 (8:50集合) 

上西小学校運動場・体育館 

避難所開設・炊き出し訓練等 

ぜひご参加ください。 

〈１１月のおもな行事〉 

７日（木）就学時健康診断(塩江小) 

１０日（日）親子ふれあい活動・親子

スポーツ大会・チャリティーバザー 

 

１０月の生活目標  当番や係の仕事に進んで取り組もう  

 ２学期も１ヶ月が過ぎ、新たな当番や係の活動に慣れてきた頃だと思います。さらに、「こん

なことを頑張ってみよう」「こんな工夫をしてみよう」と自分の目標をもって活動に取り組み，

責任感を身に付けるとともに，よりよい学級・学校にしていくことの楽しさを味わってほしいと

思います。



学年だより（9 月 25 日：校外学習の様子）      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 年

 
 

３年 

6 年 

4 年 

5 年生は，JFE スチール（西日本製鉄所倉

敷工場）と三菱自動車工場を見学しました。

両工場ともに副教材（ﾊﾂﾗﾂ鉄学・みんなで学

ぼう車づくり）を利用しての学習後，鉄がで

きるまでや車ができるまでを見学しました。 

今まで見たことのない大工場の中で自由自

在に動くロボットや生産ラインを見学し，組

み立てラインで２交代により 24 時間働く人

たちの流れるような作業を知り，改めて日本

の技術力に感動した校外学習でした。 

 3 年生は，香川県警察本部，県庁２１階展望
室，JR 高松とゆめタウン高松に行ってきまし
た。それぞれの場所で，たくさんの人が働い
ている様子を見ながら，私たちの暮らしにた
くさんの人が関わっていることを知りまし
た。普段見ることのできない場所を見たり，
お話を聞いたりでき，とても貴重な時間でし
た。子どもたちは，－20℃の冷凍庫に入って
大興奮。学校の違う友だちとも仲良く過ごし，
楽しい一日となりました。 

 

 この写真は，香川用水記念公園にある水の力

で浮かんでいる石です。手で少し触れるだけで

くるくる回転し始めます。昔の人たちが水不足

を解消するためにため池や，香川用水を作った

苦労について資料や展示物から学ぶことがで

きました。丸亀のうちわ港ミュージアムでは各

自オリジナルのうちわを作っておみやげに持

って帰りました。体験したことを，これから社

会科の学習に生かしていきます。 

 6 年生は，小豆島で瀬戸内国際芸術祭の展

示物を見て回りました。事前にインターネッ

トで作品について調べていましたが，実際に

見るとその作品の大きさや質感などを体で感

じることができました。特に「アンガー・フ

ロム・ザ・ボトム」は，ビートたけしさんと

ヤノベケンジさんがお互いの問題意識を共鳴

して作り上げた作品で，深く印象に残るもの

になりました。芸術の秋。これからもいろい

ろな作品に触れ，心豊かになってほしいです。 

 
 ２年生と一緒にドルフィンセンターに行き 
ました。イルカを見るとみんな大興奮。一人 
ずつイルカを触り，えさやり体験もしました。 
初めは少し怖かったようですが，普段できな 
い体験をしてとても嬉しかったようです。 
 また，砂浜でふれあいゲームをしたり，お 
弁当を食べたり，塩江小，上西小のお友達と 
仲良く楽しい時間をすごすことができまし 
た。 

当日は好天に恵まれ，夏を思わせる暑い日で
したので，午前中の砂浜遊びでは，子どもたち
はバシャバシャと海の中へ入って行き，腰まで
びしょ濡れになって楽しみました。午後からは
イルカとふれ合い，海での体験を満喫した一日
になりました。他の２校のお友だちと仲良くし
たり，お兄さんお姉さんらしく１年生を気遣っ
たりするほほえましい姿も見られました。 

 

2 年

 

１年 

 


