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◎ 基礎学力の定着を図るため、
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キルタイム」を活用し「音読・漢字・
計算」の学習を繰り返して行いまし
た。
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子ども達は、沢山の方々と関わり
合いながら、日々成長し前向きに取
り組んでいます。保護者の皆様方・
地域の皆様方のご支援ご協力を心よ
り感謝致します。
明日から八月二十五日まで、三十
六日間の長い夏休みに入ります。こ
の夏休みは、日頃できないことを沢
山経験し、楽しく安全に過ごしてく
れることを願っています。
この休み中は、地域の皆様方にも
お世話になると思いますが、宜しく
お願い致します。

◎一時間の授業を大切にし、指導主
事の先生の指導を受けながら、指導
方法を改善していきました。
◎ ＡＬＴとの英語活動に取組みま
した。
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今年の梅雨は、後半になってから
◎ 今年から、また、朝マラソンを始
雨が多く、折角のプールも寒さに震 ◎図書館を利用する子ども、本を読 めました。どの子どもも自分の目標
えながらということがありましたが、む子どもが増えてきました。読書は、 を持ち、頑張って走っています。第
ここ数日は、猛暑が続き、汗をかき 心と知識を豊かにしてくれます。更 一回の校内マラソンでその成果を発
ながらの学習となりました。しかし、 に、読書活動を推進していきたいと 揮してもらいたかったのですが、悪
みんな元気に、一学期を終えること 思っています。
天候のため、中止になりました。二
が出来たことを嬉しく思っています。
学期初めに校内マラソンを計画した
四月海士町に赴任した時、海士町
いと思っています。
の皆さんの学校教育に対する温か
◎縦割り班での活動を多く計画し、
さ・熱心さに驚き・感動しながら日々
高学年がリーダーシップを取って活
過ごして参りました。果たして、ど
動する機会を多くしてきました。
れだけ皆さんの思いに応えることが
出来たか心配なところもありますが、
今年度一学期、学校教育目標のめざ
また、チェルシーさんによる読み
す子どもの育成に向け、次のような 聞かせを継続しています。子ども達
ことに取り組んできました。
も楽しみにしています。
◎地域に出かけ、地域の方々と触れ
合い、学習をしました。(保育園との
交流・通学合宿・歩くジャー２等)
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一、豊かな心
◎ 「いつでも・どこでも・誰にでも」
を合い言葉に、元気の良い挨拶が出
来るよう指導して来ました。随分良
くなってきましたが、地域で子ども
達が元気な挨拶をしているか、ちょ
っと不安なところもありますので、
これからも引き続き働きかけていき

図書室貸出冊数の推移
（冊数）
H25 H24 H23
384 283 232 4月

歩くんじゃー２

知々井区長の磯野さん、もらい風呂
を提供して下さった方々、一緒に登
山をして下さった教育委員会の藤野
先生、そして、子ども達の活動を温
かく見守って下さった保護者の皆様
には、大変感謝しております。準備
等で連絡不足があり、ご迷惑をおか
けしましたが、ご協力いただきあり
がとうございました。

七夕読み聞かせ

七月十日に読み聞かせボランティ
ア・チェルシーさんによる七夕読み
聞かせがありました。まず始めに、
先生方の企画による現代版「おりひ
めとひこぼし」の寸劇がありました。
おりひめの父親(教頭)と妖怪アメフ
ラシ(稲葉)の対決の場面などで大変
天候にも恵まれ、無事に歩くんジ 盛り上がり、児童は大喜びしていま
ャー２を終えることができました。 した。
弱音を吐かず最後まで歩き切った子
場が和んだところで、今度は部屋
ども達の力は、素晴らしいものがあ を暗くしてブラックパネルシアター
りました。気力・体力が、十分備わ の「おりひめとひこぼし」のお話の
っていたからこそだと感じています。世界へ。お話に合わせて闇に浮かび
ご飯作りや家督山登山では、みんな あがる天の川やおりひめ、ひこぼし
で協力し、助け合いながら活動でき が幻想的で美しく、七夕の気分を堪
ました。もらい風呂では、お世話に 能することができました。
なった方との団欒を楽しみ、いろい
最後に、絵本「きつねのたなばた
ろな話ができたようです。集会所に さま」の読み聞かせがありました。
帰ってきた時の子ども達は、笑顔で 田口さんの優しい語りときつねの親
溢れていました。
子の心温まるお話に、涙ぐむ人もい
メインの活動である家督山登山は、たようです。児童からの感想でも、
険しい山道で、牛と遭遇したり、転 このお話に感動したという声が、多
びそうになったりしながら、頂上を く聞かれました。
目指しました。頂上から見る景色は、
絶景でした。みんな、目に焼き付け
たことでしょう。
また、この活動は、様々な方の協
力がなくてはできませんでした。
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確かな学力の育成

今年度より本校の三・四年生は、
複式学級になりました。学級内の人
数が増えたこともあり、毎日パワフ
ルに、賑やかに生活している十五人
の子ども達です。
算数の授業では「わたり学習」に
取り組んでいます。わたりの授業で
は、教室の前と後ろに分かれて、そ
れぞれの学年の算数の授業を行いま
す。担任は、二学年の授業を交互に
見ることになるので、子ども達は、
進行役を中心に自分達で授業を進め
ていくことも必要です。
四月から「わたり学習」での学び
方を身につけるため、一生懸命頑張
ってきました。最近では「ぴかりん
（自分達で進行役の名前をつけまし
た）
」として、授業を進めることや考
えを友だちと伝え合うことを楽しみ
にするようにもなってきています。

交 通 安 全 教 室

六月二十五日、海士と知々井の各
駐在所から警察の方に来ていただい
て、交通安全教室を開催しました。
低学年は、横断歩道や道路の通行の
仕方を、三～六年生は、自転車の安
全な乗り方を学びました。
県内では、交通死亡事故が多発し
ています。特に、高齢者が事故に巻
き込まれるケースが多いと聞きま
す。いわゆる「交通弱者」といわれ
る人が事故に遭わないよう、とにか
く未然に防ぐしか方法はありませ
ん。
当日は、気温が高かったにも関わら
ず、子ども達は真剣に警察の方の話
に耳を傾け、事故に遭わないための
方法をしっかり学んでいました。

先日は、計画訪問で三・四年生の のプール開放に向けてという趣旨で
算数の研究授業を行いました。授業 開催しましたが、普段からの心がけ
では、進行役を中心に自分の考えた を大切にしたいと思います。
ことを友達に説明したり、友達の意
見を聞いて考えを修正したりしなが
ら、学び合う姿が見られました。
来校された教育事務所の先生方か
らは、自主的に学習する力や友達を
思いやる気持ち、人と関わり合う力
など「複式だからこそ育つ力」が身
についてきていると、褒めていただ
きました。また、話し合いの声の大
きさやペア学習などの考えを深める
ための工夫についてなど、さらに子
ども達にとっての学びが、充実する
ためのヒントも頂くことができ、有
意義な時間となりました。

ＰＴＡ 救命救急講習
ＰＴＡ救命救急講
救命救急講習
六月三十日、
海士出張所か
ら三名の講師
を招き、救命救
急法を学びま
した。
呼吸が停止
している要救
助者を発見し
た場合、救急車
が到着するまでマッサージし続け
て、自己呼吸の回復に努めます。ま
た、複数で対応して、近くにＡＥＤ
（自動体外式除細動器）があれば、
それをもってきてもらい、機械の指
示に従って使用します。
参加した皆さんは終始真剣に、い
ざというときに備えて施術方法を繰
り返し行いました。今回は、夏休み

海士町は、人口約二千三百人で、 は、そんな四年生の姿を見て学んだ
事故の遭遇率は本土ほど高くないか り、来年へのあこがれをもったりし
もしれませんが、油断は禁物です。 ています。互いに刺激しつつ、いい
基本的なルールをきちんと学んでお 関係を築いていきたいです。
けば、成長するにつれて、それを状
みんなの心を一つにすることにも
況に応用させていくことができます。つながりますが、体育の表現運動で
これから夏休みに入ると、自転車 「南中ソーラン」を踊っています。
に乗る機会も増えてきます。自転車 振り付けも覚え、今は大きなかけ声
の安全な乗り方については、ご家庭 とともに、意気揚々と踊っています。
でもご指導よろしくお願いいたしま 今年のキンニャモニャ祭りの「地域
す。
芸能交流会」で、披露することを計
画しています。子どもたちも、本番
四年生） に向かって、気持ちが高まってきて
学級紹介（三・四年生）
います。

ソーラン節は動作をしっかり！

元吉 玲華
五時間目にソーラン節の練習をし
ました。初めに、グループで練習を
しました。次に、音楽に合わせてお
どりました。八月二十四日は、いよ
いよ本番なので、夏休み中に練習を
して本番には、完璧になっておきた
いです。

夏休み中の主な行事
夏休み

【七月】
二十日 五・六年生 親子活動
今年度、三・四年生は、複式学級
二二日 ビオトープ交流（子どもダ
となりました。三年生八名、四年生
ッシュ村）
七名の計十五名で、福井小で一番多
二七日 アドベンチャーキャンプ
い人数の学級です。新しく仲間作り
（教委主催・学校共催
を始めた四月から、あっという間に
八月一日まで）
一学期が終わりますが、子ども達は、
【八月】
普段の生活、授業を通して、互いの
二四日 キンニャモニャパレード
信頼を深めつつあるように感じます。
二六日 二学期始業式
上学年の四年生は自然に三年生を助
け、お手本となっています。三年生

