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キンモクセイの香りが芳し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みてはいかがでしょうか。 

１０月行事予定 

日 月 火 水 木 金 土 

塩江地区自主防災訓練 10/18(土)9:00～11:30 (8:50 集合) 

安原小学校運動場・体育館 

避難所開設・炊き出し訓練等 ぜひご参加ください。 

１ 道徳タイム 

あいさつ週間(～７日) 

スクールガードリーダー来校 

校外学習 

マイランチの日 

下校（各学年の校外学

習のしおりを参照）

PTA本部役員会 

２ 読書タイム 

上学年視力・体重測定 

 

集団下校 14:40 

３ 運動タイム 

ありがとう週間(～9 日) 

下学年視力・体重測定 

外国語活動 

下校 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

陸上練習 17:00 

４ 

 

〈１１月のおもな行事〉 スマイルあいさつ運動月間 

4日(火)～5日（水）香川県学習状況調査(3～6年) 

5 日（水）就学時健康診断 6 日(木)香川県小校総合文化

祭音楽会 19日(水)塩江町内人権教育研修会 

５ ６ PTA 登校指導 

 

ﾏｲｽﾀﾃﾞｨ 

下校 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

陸上練習 17:00 

７ 道徳タイム 

市小学校陸上記録会

(5・6年生弁当持参) 

（雨天時 １０/２２） 

下校 1・3年 15:00 

2・4年 16:00 

5・6年 16:45 

８ 音楽集会 

あそびの日（昼休み） 

委員会活動 

下校 1～3年 14:30 

4～6年 16:00 

 

９ 読書タイム  

児童科学体験発表会 

集団下校 14:40 

PTA校区内巡回指導 

 

１０ 運動タイム 

外国語活動 

下校 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

１１ 

 

１２ 

 

１３ 体育の日 

 

１４ PTA 登校指導 

委員会発表 

下校 1・3年 15:00 

2,4～6年 16:00 

１５ 仲間づくり 

あそびの日（昼休み） 

ｸﾗﾌﾞ活動(5・6校時) 

下校 1・2年 13:45 

3～6年 16:00 

１６ 読書タイム 

 

集団下校 13:00 

１７ 運動タイム 

外国語活動 

下校 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

１８ 
防災訓練

（会場：安

原小）9:00

～11:30 

１９ 

親子ふれあい

活動・親子ス

ポーツ大会・

ふれあいバザ

ー 

２０ 振替休業日 

 

２１ 音楽集会 

心音・心電図検査(4年)

登校班長・副班長会 

安全点検 

下校 1・3年 15:00 

2,4～6年 16:00 

２２ 縦割り活動 

あそびの日（昼休み） 

 

集団下校 13:45 

 

２３ 読書タイム 

高松市総合文化

祭・音楽会(3～6年) 

(3～6年生弁当持参) 

下校 1・2年 14:40 

3～6年 16:40 

２４ 運動タイム 

６年修学旅行 6:30発 

外国語活動 

下校 1・2年 15:00 

3～5年 16:00 

 

２５ 

６年 

修学旅行

19:00着 

 

２６ 

塩中ブロック

スポーツ大会 

（塩中体育館） 

２７ PTA 登校指導 

 

ﾏｲｽﾀﾃﾞｨ 

下校 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

２８ 委員会発表 

栄養士来校 

下校 1・3年 15:00 

2,4～6年 16:00 

２９ クロッキー 

下校 

 1・2年 15:00 

3～6年 16:00 

３０ 読書タイム 

集団下校 13:00 

PTA校区内巡回指導 

 

３１ 運動タイム 

ﾊﾛｳｨｰﾝｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ

ぴかぴかデー 

（月末大掃除） 

 

 

１０月の生活目標  なかよく助け合おう  

 毎月３日から９日を英語の「サンキュー」にあわせて「ありがとう週間」にしています。この

週間には，大きく二つのねらいがあります。一つ目は，お世話になったり，助けてもらったりし

た時に「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えられる人になることです。二つ目は，だれかのため

に役に立つことをして「よかった」と思える人になることです。 

 毎月，「ありがとう週間」の間は，一日をふり返り，「伝えたい感謝」や「人の役に立った喜

び」をカードに記入しています。この取組を始めて３年目になりますが，お互いに助け合うこと

を意識するようになり，自尊感情の向上にもつながっているようです。  

１０月も，なかよく助け合う姿がたくさん見られるとよいなと思います。 



学年だより 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 年

 
 

３年 

6 年 

4 年 

5 年生は，2 学期が始まってすぐに，屋島で

一泊二日の宿泊学習を体験しました。1 日目

には，いかだ作りにチャレンジ！どのグルー

プも力を合わせていかだを完成させました。

キャンドルサービスの後のスタンツでは，大

いに盛り上がりました。2 日目の飯ごう炊飯・

カレー作りでは，楽しさの中にも厳しさを学

びました。普段，家庭や学校では味わうこと

のできない貴重な体験ばかりでした。 

理科で５月に種から育ててきた植物。夏休

みが終わって，実ができてきました。生長が

遅かったカラーピーマンもたくさん実をつ

け，ようやく少しずつ色づいてきました。 

子どもたちは観察を通して，植物が種類に

よっていろいろな実をつけることを実感して

います。 

 また，算数では巻き尺やストップウオッチ

の使い方を学習しました。実際に時間や長さ

を測定し，量感を育てていきました。 

 ４年生になり，これまでできなかったことが

できるようになったり，前より成長したと感じ

たりしたことを，国語の「今の自分を話します」

という教材を活用し，集会タイムの学級紹介の

時間に全校生の前で話しました。 

 自主勉強のこと・各教科でのがんばり・正し

い言葉づかい・あいさつなど様々な内容につい

て成長した自分の様子を発表しました。自尊感

情を芽生えさせる上でよい経験になりました。

 
 スポーツの秋になり，放課後の陸上練習が

始まりました。丸亀競技場で開かれる陸上記

録会で，自分の納得のいく結果を出すことを

めざして一日一日の練習を大切にしてほしい

と思っています。夏休みには，大勢の子が高

松市の水泳記録会に参加し自己新記録を出す

ことができました。このような他校の子ども

たちと競い合うという体験は，自分を磨く良

い機会になると思います。 

 
 １年生にとって初めての夏休み課題研究発
表会。どの子も大勢の人の前で精一杯発表で
き，良い経験になりました。 

生活科では「秋を楽しもう」という学習が始
まります。校庭で秋の虫たちが見られるように
なり，子どもたちも休憩時間にカマキリやバッ
タなどを見つけて楽しんでいます。秋の草花で
遊んだり，虫探しをしたりしながら秋の楽しみ
を見つけていきたいと思います。 
  

 生活科でおもちゃ作りの授業をしました。最
近，ゴムや風，磁石の力を使った動くおもちゃ
を，チームで力を合わせて作っています。作っ
たおもちゃをさらにパワーアップするための
作戦を考えて，熱心に改良していました。お互
いにおもちゃを称賛したり，アドバイスしたり
しながら，楽しく活動しました。これから，す
てきな安原おもちゃワールドになりそうです。 

 

2 年

 

１年 
年年年 


