
 

学 校 だ よ り                        平成２６年６月３０日発行 

  

夏本番を迎えました。あと，３週間で夏休みです。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，あと少しの努力でできそうなことをふり返り，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 

【まだけっこ水泳大会】 

７月４日（金）13:15～14:30 

各自が自己記録に挑戦しま

す。応援をお願いします。 

〈雨天時：７月８日（火）に延期〉 

【学校保健委員会及び 

夏季休業日前全体懇談】 

７月１６日(水)13:00～14:55 

１ 全校朝会 

あいさつ週間(～4 日)

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 

ＰＴＡ本部役員会 

２ グリーンタイム 

下学年体重測定 

委員会活動 

下校 

 1～3 年 14:30 

4～6年 16:00 

水泳練習 17:00 

３ 読書タイム 

ありがとう週間(～9 日) 

集団下校 14:40 

PTA 校区内巡回指導  

 

４ 体育集会 

外国語活動(全校) 

まだけっ子水泳大会 

下校 

 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

水泳練習 17:00 

５ 

６ 

 

７ ﾏｲｽﾀﾃﾞｨｰ 

PTA集団登校指導 

 

下校 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

水泳練習 17:00 

８ 集会タイム 

 

下校 1・3年 15:00 

2,4～6年 16:00 

水泳練習 17:00 

９ 縦割り活動 

県・市教委学校訪問 

ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ来校 

下校 

 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

水泳練習 17:00 

１０ 読書タイム 

 

 

集団下校 14:40 

水泳練習 16:00 

１１ 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 

水泳練習 17:00 

１２ 

安原かが

やきデイ

キャンプ 

１３ 

安原か

がやき

デイキ

ャンプ 

１４ ﾏｲｽﾀﾃﾞｨｰ 

PTA集団登校指導 

 

 

下校 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

１５ 音楽集会 

塩江美術館ワークショップ 

栄養士来校 

登校班長・副班長会 

下校 1・3年 15:00 

2,4～6年 16:00 

水泳・競書会練習

17:00 

１６ ｿｰｼｬﾙｽｷﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 

学校保健委員会 

夏季休業前全体懇談 

下校 14:55 

5 年 屋島宿泊学習事前 

説明会 

1 学期末個人懇談 

１７ 地区児童会 

 

 

 

集団下校 14:40 

 

１学期末個人懇談 

 

１８ 1 学期終業式 

給食終了 

ぴかぴかデー 

安全点検 

集団下校 15：00 

水泳・競書会練習

16:00 

１９ 

 

２０ 

 

２１ 海の日 

夏季休業（～8/31） 

 

   

２２ 競書会練習 

高松市水泳記録会 

プール開放開始 

（8/1 まで）    

２３  

競書会練習 

２４ 

競書会清書 9:00～

12:00 ﾗﾝﾁﾙｰﾑ 

 

２５ 

 

２６ 

 

２７ ２８ ２９  ３０ ３１  

8/24(日)ぴかぴかデー（PTA 清掃ボランティア活動） 

8/25(月)全校登校日 

9/ 1(月)第２学期始業式・給食開始 15:00 集団下校 

9/2(火)・3(水) 5 年屋島宿泊学習 

 

７月の生活目標  『自分の役割をはたそう』 

 学校生活では，児童一人ひとりに清掃・給食当番活動や係活動などの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，お互いに気持ちよく学級や学校での生活が送れ，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見つめ，責任感をもっ

てその役割を果たすことを目指します。 

夏休みが近づいてきました。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ふり返り，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  

 

 

 

５年 

３年 

6 年 

4 年 

2 年 

 ５ 年 生 に な っ て ， 外 国 語 活 動 で は 「 Hi, 

friends！」というテキストを使いながら積極的に

コミュニケーションをとれるよう，様々な活動をし

ています。Do you like ～？の文章をもとに友達の

好きなものをインタビューしたり，だれでしょうク

イズをしたりしました。相手の目を見て，笑顔で，

はっきりとした声で・・・の 3 つは外国語活動の時

の合い言葉です。ふり返りでは，友達のことが今ま

で以上によくわかってうれしかったという意見が

たくさんでました。  

３年生になってから，音楽ではリコーダ

ーの学習が始まりました。最初は息の強さ

や穴のふさぎ方がうまくできず，きれいな

音がなかなか出ませんでしたが，何度も練

習するうちにだんだん慣れてきて，きれい

な音が出るようになってきました。まだソ

から高いレまでしか吹けませんが，練習曲

にも一生懸命頑張っています。 

４年生は，６/17(火)自由参観日に県警少年

課の方を招いて，非行防止教室を実施しまし

た。この教室では「万引きは犯罪の入り口」

であることを知り，繰り返すことによって

徐々に非行がエスカレートしていく怖さを資

料や映像などを通して理解することができま

した。最後に，もし万引きに誘われたらどう

すればよいかについて，役割演技を通してさ

らに深く考えることができました。

 

 

最高学年になって３ヶ月。委員会やクラブ

活動で中心になって活躍する場面が増えてき

ました。先日の６年生の学級発表では，練習

を積んできたリコーダー演奏やダブルダッチ

等の縄跳びを堂々と発表しました。大きな拍

手をもらい満足した顔が輝いて見えました。 

また，あいさつ運動やまだけっ子の遊びの

時間には，全校生のリーダーとして優しい言

葉かけができるようになっています。 

 

１年生は，国語科で「かいがら」（大好き
なお友だちには，一番いいものをあげるん
だ！）という，くまさんとうさぎさんの心
温まるお話を学習し，朝の集会でナレータ
ー・くまさん・うさぎさんに分かれて発表
しました。全校生の前で発表するために，
どんなことに気をつけたらよいか話し合
い，「声の大きさや速さなどに気をつけなが
ら発表しよう！」とめあてをもって頑張る
ことができました。 

２年生は，国語科で学習した「お手紙」を

全校集会で音読発表しました。みんなで考え

た「大きな声で，ゆっくり，はっきり，気持

ちを込めて」のめあてのもと，練習も頑張っ

ていました。本番では緊張しながらも，みん

なが一生懸命頑張る姿に感動しました。「全員

が暗記して，堂々と発表していてよかった。」

等の感想をもらって，うれしそうでした。発

表後のみんなの笑顔が輝いて見えました。 

１年  


