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  平成２６年度２月号 
 

  

季節は，間もなく立春です。１月３１日(土)の閉校記念学習発表会には，多くの保護者・

地域の皆様にお越しいただき，誠にありがとうございました。各学年それぞれの学習の成果

や成長が見られ，安原小学校最後の思い出に残る学習発表会となりました。 

さて，閉校まで残すところ２か月となりました。今年度の学習の仕上げをするとともに，

卒業証書授与式や閉校式に向けて，一日一日を大切に学校生活を送っていきたいと思います。

ご家庭でも，お子様の頑張りや成長を認め，励ましていただきますようお願いいたします。 

２月行事予定 

日 月 火 水 木 金 土 

１ ２  

振替休業日 

３ 全校朝会 

あいさつ・ありがとう週間

（～９日） 

PTA 集団登校指導 

 

ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ来校 

体重測定(上学年) 

下校 1・3 年 15:00 

2,4～6 年 16:00 

４ 道徳の日 

体重測定(下学年) 

委員会活動 

 
下校 
1～3 年 14:30 
4～6 年 16:00 
 

５ 読書タイム 

 

 

 

集団下校 13:15 

PTA 校区巡回指導  

 

６ 運動タイム 

外国語活動 

（3～6年） 

 

下校 1・2 年 15:00 

3～6 年 16:00 

７ 

 

８ ９ 音楽集会 

 

 

下校 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

１０ マイスタディ 

5年校外学習（NHK放送局・四国新聞

印刷工場） 

下校 1・3 年 15:00 

2,4～6 年 16:00 

１１  

建国記念の日 

 

１２ 読書タイム 

 

 

集団下校 14:40 

 

１３ 運動タイム 

外国語活動 

(3～6年) 

下校 1・2 年 15:00 

3～6 年 16:00 

１４ 

 

１５ １６ マイスタディ 

PTA 集団登校指導 

 

スクールカウンセラー来校 

下校 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

１７ 縦割り活動  

6 年校外学習(劇団四季ミュ

ージカル・歴史ミュージアム) 

 

下校 1・3 年 15:00 

2,4～6 年 16:00 

１８ クラブ紹介 

道徳の日 

 
 
下校 
1・2 年 15:00 

3～6 年 16:00 

１９  読書タイム 

 

 

集団下校 14:40 

PTA 校区巡回指導 

２０ 縄跳び大会 

外国語活動 

（3～6年） 

なかよし給食 

安全点検 

下校 1・2 年 15:00 

3～6 年 16:00 

２１ 

 

２２ ２３ マイスタディ 

 

 

下校 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

２４ 卒業式練習 

栄養士来校 
6年校外学習 

(香花園)  

下校 1・3 年 15:00 

2,4～6 年 16:00 

２５ クロッキー 

道徳の日 

クラブ活動 

（1・2年クラブ見学） 

下校 
1・2 年 15:00 

3～6 年 16:00 

２６ 読書タイム 

6年 塩江中学校周知

会・新入生テスト 

 

下校 6年 13:00 

1～5年 14:40 

２７ 卒業式練習 

ぴかぴかデー 

(月末大掃除)  

 
下校 1・2 年 15:00 

3～6 年 16:00 

２８ 

 

３月の主な行事予定 

5 日(木)思い出いっぱい夢集会  12 日(木）学年末個人懇談（6年）  17日（火）卒業証書授与式 

19 日（木）・20日（金）学年末個人懇談（1～5年） 22日（日）閉校式 23日（月）3学期終業式・修了式・離任式    

24 日（火）振替休業日 25日(水)学年末休業始まり 

２月の生活目標  ふるさとを大切にする心をもとう 

「自治体消滅の危機」「地方創生」などの言葉を耳にするようになりました。「地方創生」の

ポイントは，①「雇用を生み出すこと」②「ふるさとを大切にする心を育むこと」という方もい

らっしゃいます。交通や情報網が発達し，昔のように都会で暮らさなくとも日本や世界で活躍す

る場は工夫しだいで生み出せる時代です。子どもたちに学力や体力をつけるとともに，ふるさと

に愛着と関心をもち，ふるさとのために貢献することに喜びを感じる子どもたちに育てていきた

いものです。 



学年だより       
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6 年 
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2 年 

 1 月 9 日（金）３・４校時，4 年生はランチ

ルームで書き初めをしました。助け合い・やさ

しさ・親切な心・思いやり・友情の絆など，友

だちと仲良く楽しい学校生活を送りたいとい

う願いや思いを，一生懸命に書いて完成させま

した。４月からは塩江町内３小学校が統合さ

れ，新しい学校に登校します。今年一年子ども

たちにとって良い年でありますようにと願っ

ています。 

先日，安原小学校の卒業生である藤澤吉道

さんに，今まで歩んでこられた人生について

お話をしていただきました。他の人が遊んで

いるときにも仕事をし，上司に認められたこ

とや世界に羽ばたきたいという夢に向かって

突き進んだ経験を聞き，感動していました。

「安原小学校最後の卒業生ということを幸せ

に思い，夢に向かって努力し，世界に羽ばた

いてほしい」という思いが，子どもたちにし

っかり伝わった有意義な時間でした。 

１年 

1 月 16 日に行われた防災訓練の様子です。5

年生と 6 年生は，3 階の音楽室からシューター

を使っての避難の仕方を練習しました。上から

下を見下ろして怖がっていた子も，いざ自分の

番となると思い切って滑り降りることができ

ました。震度６や震度７を実際に体験すること

ができる車に乗って，「想像以上に怖かった。」

と感想を書いている子がたくさんいました。普

段から防災意識や減災意識を持って生活する

ことの大切さを学びました。 

 研究授業で，まだけ学習の授業を先生方に

見ていただきました。高齢者や障害のある方

との今までの関わりを通して，その人たちの

気持ちを考えながら，自分たちにできること

は何かをグループごとに考えました。そして，

その思いや願いを手作り新聞に付け加えまし

た。子どもたちは，たくさんの先生方がいら

っしゃる中で，やや緊張しながらも，グルー

プで協力しながら一生懸命考え，まとめるこ

とができました。 

算数科の学習で「かえますか？かえません
か？」の学習をしました。おもちゃのお金を
使ってお買い物ごっこをしました。普段，お
金を支払う経験があまりないのか，お買い物
ごっこでは，支払うお金が足りなくて困った
事態も・・。でも，初めての体験にウキウキ
ワクワク楽しく活動できました。また，機会
があれば実際に，自分でお買い物をする体験
をしてほしいなと思います。 

九九を習って 3 か月が経ちました。2 年生は
今，九九を一生懸命覚えています。 

九九の達人の 6 年生に、九九テストをしても
らいました。子どもたちが「楽しかった～。ま
たしてもらいたい。」と言っていました。憧れ
の存在である 6 年生に九九を教えてもらって，
うれしかったようです。また、学校中の先生に
協力してもらい，休み時間に九九検定も行って
います。子どもたちは，とても意欲的に取り組
み，九九がどんどん定着しています。 


