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保護者の皆様、地域の皆様、温かいご
声援、本当にありがとうございまし
た。
次は、六月十五日に知夫小で開催さ
れる小体連のバスケットボール大会で
す。陸上と合わせ、昨年度に引き続き
健闘が期待されます。放課後の練習
も始まっています。ご声援、よろしく
お願いします。

全力で見せた福井小魂

四月二十九日に隠岐高校グランド
で全隠岐陸上選手権大会が開催され
ました。
前日には、三・四年生を中心に壮行
式が行われ、福井小学校みんなで応援
する姿が感動的でした。
そして、当日は素晴らしい天候に恵
まれました。選手の子どもたちは、最
高のコンディションのもと、自分の記録
の向上に全力で取り組んでいました。
多くの自己ベスト記録も生まれ、春休
みから取り組んできた練習の成果を
感じたことでしょう。
また、競技だけでなく応援も全力で
頑張った子どもたち。広いグランドで
はありましたが、仲間を応援する素敵
な声援を聞くことができました。
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大会の成績
大会の

○男子一〇〇Ｍ
優勝 小田川龍清
記録 十四秒七
○男子一〇〇〇Ｍ
優勝 小田川龍清
記録 三分二十八秒六
○男子走り幅跳び
第二位 万代 丈
記録 四Ｍ十四
○男子四×一〇〇Ｍリレー
優勝 一走 渡邊 大陽
二走 小田川龍清
三走 永原 遥太
四走 万代 丈
記録 一分〇二秒二
○女子八〇〇Ｍ
一組 第二位 井手上暖乃
記録 二分五十五秒四
二組 第三位 永海 知夏
記録 二分五十三秒八
○女子四×一〇〇Ｍリレー
三位 一走 澤井かのか
二走 井手上暖乃
三走 永海 知夏
四走 福井 美波
記録 一分〇三秒六
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縦割り班活動
児童会活動・

今年度の児童会テーマは、「人
人にやさ
しく、すすんで考
すすんで考え、明るく元気
るく元気な
しく、
元気な ゴ
ーゴー学校」となりました。
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学校
四月の児童朝礼時に各委員会の委員
長や副委員長が今年度の活動計画を
発表しました。現在、どの委員会も熱
心に活動に取り組んでいます。

また、異学年の交流を深めることで、
より良い人間関係の構築を目指した縦
割り班活動もスタートしました。
連休明けに縦割り班の顔合わせ会
があり、名刺交換や縦割り班遊びを
通して班の結束を固めました。月に一
回の交流給食も併せて行われ、異学年
が楽しく給食を食べました。今後、芋
苗植えや、縦割り遠足なども計画し
ています。
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学級紹介（
二年生）
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新年度がスタートして一番ワクワク
していたのはきっと二年生だったと思い
ます。
はじめて経験する進級の喜び。はじ
めて二階の教室で勉強する喜び。一年
生の一年間で、たくさんの「はじめて」
を経験してきましたが、二年生になっ
てもまだまだいろいろな「はじめて」が
待ち構えています。
四月は「一年生のお手本になろう！」
を合言葉にはりきる姿をたくさん見
せてくれました。生活科で、一年生に
学校生活について紹介する「ゴーゴース
マイル一年生」の学習では、グループご
とに学校の約束（してはいけないこと）
を自分達でかいた絵を使いながら教え
たり、自分達がお手本になって全校朝
礼での並び方（並ぶ順や前ならえの仕
方）を教えたり、実際にテストをしな
がらテストのやり方（机の間隔をあけ

ることや静かに問題を解くこと）を教
えたりしました。
この学習を通して、はじめて上級生
の立場に立てた自覚を高めることがで
きた二年生です。一年を通して一年生
のよきお手本となり、一年生と一緒に
低学年としての活動も充実させていき
たいと思います。
子どもらしいエネルギーにあふれた
姿が自慢の二年生。春の日差しを浴び
てぐんぐん新緑の若葉を茂らせていく
木々のように、ぐんぐん成長していく
九人の姿が楽しみです。
「わあい！ゴーゴースマイル
一年生ニュース」
河内理仁
四月十九日の金曜日に「ゴーゴースマ
イル一年生」をしました。ぼくとりょ
うくんとゆいちゃんが、クイズをしま
した。ぼくのクイズの出ばんのときに、
すごくきんちょうしたけど、クイズが
言えました。ぼくは、つうきゅうきょ
うしつであそべるかあそべないかのクイ
ズをしました。
一年生は「あそべない」とこたえまし
た。こたえは「あそべる」でした。一年生
に学校のことをおしえてあげられてう
れしかったです。

図書室
図書室より
より
学校図書館の充実に取り組んで五
年が経過し、国が定める蔵書標準数五
千八十冊をやっと達成しました。学習
資料や読書の本が年々充実し、学習・
読書両面での活用も進んでいます。本
で調べる学習も日常的に行われるよう
になり、自分の調べたい事が載っている
本を探す力、読みとる力、調べた事を

り班を活用し、芋栽培を行うことにな
りました。ただ、その空き地は草木が
伸びて畑にするのが大変困難な状況
にありました。そこで、飯古建設さん
に相談したところ、すぐに機械を使っ
て整地してくださいました。さらに、
土と肥料まで提供してくださり、写真
のような立派な畑ができました。さっ
そく来週には、芋苗植えを行う予定で
す。

六月の主な行事
六月の

お知らせ

五日
芋苗植え
七日
福井校区協議会
十三日 歯科指導
まとめる力が少しずつ身に付いてきて
十四日 眼科検診・民生委員さんと
います。小学校六年間で図書館を使い
の交流給食
こなす情報活用能力をしっかり育成し
十五日 小体連バスケット大会
ていきたいと思います。
十八日 新体力テスト
また、総合的な学習の時間の中で 十九日 研究授業（三・四年生）
四月に全学級へ図書館利用オリエン 保々見の大脇さんに毎年、三年生が 二一日 参観日
テーションを実施し、図書館の使い方、 岩がきの種付け体験をさせていただい 二四日 教育実習
一年間の読書のめあてについて確認を ています。そして、六年生の時に成長
（青山さん 二八日まで）
しました。児童は、はりきって本を借 した岩がきをいただくという楽しい学 二五日 耳鼻科検診
りに来ており、四月の貸出し冊数は、 習をしています。先日は、六年生がい 二六日 地域交流給食
全校で三百八十五冊(一人平均七．一 ただいた岩がきを学校で焼いて食べま 二七日 歩くんじゃー２
冊)と過去最高となりました。まだま した。また、ライフジャケットやゴーグ
（五年 二八日まで）
だ長い本は、苦手という児童もいます ル、手袋等もたくさん寄贈していただ
が、本を読む経験を重ねることで読む きました。
力がついていくと思います。
山下千絵養護教諭が五月二一日か
三年生では米作りの学習で宇受賀の
学校では、読書の時間が充分にとれ 向山さんにご指導いただいています。 ら産休に入り、平山佳会（ひらやまか
ないので、週末に本を家に持ち帰りじ 授業時間だけでなく、時折、田んぼの え）が後任として着任しました。よろ
っくり「家読」をしようと声をかけまし 様子を見に来てくださっています。
しくお願いします。
た。ご家庭におかれましても、児童の
毎週木曜日には「チェルシー」さんに
読書に関する成長を見守っていただけ よる読み聞かせも始まりました。子供
ればと思いますので、ご協力をお願い たちはとても楽しみにし、目を輝かせ
致します。
て聞いています。
この他にも地域の皆様からは物心と
地域の皆様に
皆様に支えられて
地域の
もに多大なご支援をいただいています。
今年度は、小学校横の空き地で縦割 心より感謝を申し上げます。

