
平成２５年３月２２日（金） 「修了式」

来迎寺小学校体育館「はぐくみ」にて、「修了式」を
行いました。修了式では、各学年の代表児童に「修
了証書」を渡しました。４月からは１学年ずつ進級す
ることになります。

３月１９日（火）には、盛大に卒業式が挙行され、
７４名の卒業生が立派に巣立っていきました。

ご支援、ご協力いただきました保護者の皆様、地域
の皆様、本当にありがとうございました。平成２５年
度も変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いしま
す。

春休み中は、病気やけがをしないよう、また、交通
事故に十分気をつけていただきたいと思います。４月
８日（月）の入学式・始業式には、また元気に登校し
てくれることを願っています。

＜校長＞

平成２５年３月８日（金） 「６年生を送る会」

来迎寺小学校体育館「はぐくみ」にて、「６年生を送る会」を行いました。今までお世話に
なってきた６年生に感謝の気持ちを込め、５年生が中心となって会を開きました。
「みんなで遊ぼう」では、「６年生の名前で集まろうゲーム」を行い、６年生の名前の文字

数と同じ人数のグループ作りをしました。「思い出のアルバム」では、１年生から今に至る
までのスライドを映したり、お世話になった先生からのビデオレターや手紙を紹介したりし
ました。また、５年までが分担して作った「手紙」と「手作りのしおり」を、たんぽぽ組の子ど
もと１年生が代表して６年生へ贈りました。

＜校長＞



平成２５年３月６日（水） 「交通少年団団旗継承式」

来迎寺小学校体育館「はぐくみ」にて「交通少年団団旗継承式」を行いました。来迎寺
学区交通安全推進協議会 竹内会長よりお話をしていただいたあと、６年代表、交通少年
団育成会 清水会長、５年代表による「団旗継承」、６年代表による「退団のことば」、５年
代表による「引き継ぎのことば」、育成会会長より６年代表への「退団記念品授与」、大矢
交通指導員による「激励のことば」などが式の中で行われました。
６年生のみなさん、ご苦労様でした。５年生のみなさん、よろしくお願いします。

＜校長＞

平成２５年２月２７日（月） 「４年 ２分の１成人式」

３，４時間目に各教室において「２分の１成人式」を行いました。「みんなの発表」では、
一人ずつ家族に対する思いや自分の考えをクラスの子や保護者の前で発表しました。
本当の成人式まで、あと半分の１０年です。たくましい２０歳に成長できるよう、４年生

全員これからもがんばってほしいと思います。

＜校長＞

平成２５年２月２６日（火）・２７（水） 「２・３年 ブックトーク」



知立市図書館の方に、本の紹介「ブックトーク」に来ていただきました。「名前」「見えな
いもの」のようなあるテーマをもとにした本を、各学級で１０冊以上紹介していただきまし
た。本好きな子が一人でも増えるといいなあと思います。

＜校長＞

平成２５年２月２５日（月） 「クラブゲストティーチャー懇談会」

クラブ終了後、ゲストティーチャーの方々との懇談会を会議室で行いました。現在、昔の
遊び、絵手紙、バドミントン、トールペイント、ゲートボール、卓球、和楽器の７つのクラブ
に、ゲストティーチャーの方々が来てくださっています。子どもたちが書いた「お礼の手紙」
をゲストティーチャーにお渡しした後、今年度の反省と来年度の方針について話をしまし
た。一年間ありがとうございました。

＜校長＞

平成２５年２月２５日（月） 「感謝の会」

１時間目に体育館にて「感謝の会」を行いました。この会に参加していただいたのは、
日頃からお世話になっている「交通指導員」の大矢さん、「配膳員」の竹本さん、永田さ
ん、「はぐくみ隊」の方たち、「読み聞かせボランティア」の方たちです。
お世話になっている皆さんへ、手作りの感謝状とチューリップの鉢を感謝の気持ちを込



めて贈呈しました。また、児童代表からのお礼の言葉のあと、みんなで「With you smile」
を歌いました。
参加していただいたみなさん、来迎寺小学校の子どもたちのために、常日頃からご尽

力いただきありがとうございます。今後もご支援よろしくお願いいたします。

＜校長＞

平成２５年２月２２日（金） 「第５回避難訓練」

２５分放課に「緊急地震速報」を想定した避難訓練を行いました。今回の訓練は子ども
たちに実施日・時間を知らせずに行いました。子どもたちは放送の指示に従い、身を低く
し落下物から自分を守ったあと、揺れがおさまってから避難をしました。
「マグニチュード９以上の地震は、１２年に一回ぐらいのペースで起きている」「阪神大震

災では、８０％以上の人は地震発生から１５分以内に建物の倒壊や家具の下敷きなどに
より亡くなっている」などの話をする中で、日頃から訓練することの大切さや耐震対策の
必要性について子どもたちに伝えました。
また、知立市安全教育研究推進委員会で作った防災スローガン「かんがえて きけんい

っぱい つねひごろ ばっちりくんれん たいせつに」のついた横断幕を子どもたちに
紹介しました。

＜校長＞

平成２５年２月８日（金） 「６年親子活動」



午後より体育館にて６年生の親子活動を行いました。「親子ふれあいミニ運動会」とし
て、「二人三脚」「デカパン競争」「ピンポン球おたま運び」「ボール運び」「つなひき」を行い
ました。笑い声と歓声が体育館中に響き渡っていました。
また、「未来への手紙（ハートフルレター）」として、「10年後の子ども・自分」に向けて親

子で手紙を書きました。

＜校長＞

平成２５年２月６日（水） 「入学説明会」

午後より入学説明会を行いました。保護者は体育館にて説明を聞きましたが、新入学
予定児たちは一年生と交流会を行い、メダルづくりや学校巡りをしました。

＜校長＞

平成２５年２月５日（火） 「知立市特別支援学級合同行事 学習発表会」

来迎寺小学校の体育館にて、市内７小学校の特別支援学級による学習発表会が
行われました。知立市ライオンズクラブ、あおみの会、知立市教育委員会の方たちが
来賓としてみえました。来迎寺小学校のたんぽぽ組は、音楽「ドレミ戦隊音レンジャーＺ」
をみんなに披露しました。会場校ということで、「はじめのことば」と「おわりのことば」も
担当しました。



＜校長＞

平成２５年２月１日（金） 「豆まき」

たんぽぽ組と１年生の教室で「豆まき」を行いました。教室に入ってきた鬼を見て、子ど
もたちははじめ怖がっていましたが、「鬼は外、福は内」と楽しく豆まきをすることができま
した。その後、鬼は学校中に出没したようです。

＜校長＞

平成２５年１月３０日（水） 「第２回学校保健委員会」

本日の午後、5，6年生児童を対象に学校保健委員会が行われました。「生活リズムを
見直そう！～楽しく運動してみよう～」をテーマとし、保健・運動委員会、養護教諭からの
提案後、講師の岐阜聖徳学園大学 山下先生に実技演習をしていただきました。大縄を
使っていろいろな跳び方をしたり、鬼ごっこをしたりするなかで、遊びながら体力を高める
ことの楽しさを教えていただきました。また、学校医の水野先生からは、今流行しているイ
ンフルエンザについてのお話をしていただきました。



＜校長＞

平成２５年１月２５日（金） 「６年 バスケットボール指導会」

午前中、バスケットボール指導会が体育館において行われました。昨日に比べとても
寒い日となりましたが、熱気あふれるプレーが展開されていました。練習を積み重ねて
きただけにチームワークがよく、応援する声が体育館中に響き渡っていました。
結果は、男子：優勝１組Ａ 準優勝２組Ａ、女子：優勝１組Ｂ 準優勝１組Ａでした。

＜校長＞

平成２５年１月２４日（木） 「４年 起震車体験」

２、３時間目に学級ごとに地震体験車「なまず号」による地震の疑似体験を行いました。
知立市役所安心安全課の方のお話を聞いた後、順番に震度６までの体験をしました。子
どもたちは思った以上の激しい揺れに驚き、地震のこわさを体感していました。



＜校長＞

平成２５年１月２３日（水）・２４日（木） 「５年 サッカー指導会」

雨天のため一日延期になりましたが、二日間にわたりサッカー指導会が運動場で行わ
れました。試合は学級対抗のリーグ戦で行われました。
選手は今までの練習の成果を発揮し、一生懸命ボールを追っていました。また、見てい

る子たちは、大きな声で応援歌を歌い、自分の学級を一生懸命応援していました。
結果は、男子：優勝１組 準優勝２組、女子：優勝３組 準優勝１組でした。

＜校長＞

平成２５年１月１８日（金） 「授業参観（一斉道徳）・子育てを語る会」

本日の午後、「授業参観」を行いました。すべての学級で道徳の授業を行いました。授
業参観後、体育館にて「子育てを語る会」を開催しました。今年の講師は、年間１８０か
所、約１万人以上の方々に元気を配達されている こころ元気研究所 所長 鎌田敏氏でし
た。「こころ元気な大人が子どもの未来を築く！」というテーマでお話され、コミュニケーシ
ョンにおけるキャッチボールの必要性、親が元気でプラス発想をすることの大切さを教え
てくださいました。ユーモアあふれる講師の先生のお話に、参加者は「笑顔」と「元気」を
いただきました。



＜校長＞

平成２５年１月１７日（木）～１８日（金） 「書き初め展」

１月８日（火）に行われた「書き初め会」の作品を、本日から明日まで各教室の廊下に展
示します。明日は、「授業参観（一斉道徳）」と「子育てを語る会」があります。ぜひ、子ども
たちの作品をゆっくり見ていただきたいと思います。

＜校長＞

平成２５年１月１６日（水） 「避難訓練（防犯）」

本日の５時間目に非常事態である「不審者の侵入」に備え、児童が安全に避難できるよ



う避難訓練を行いました。
訓練後、体育館において愛知県警防犯活動専門チーム「のぞみ」の方々に、防犯につ

いての劇やお話をしていただきました。また、安城警察署生活安全課の方にも訓練の様
子を見ていただきました。
不審者に対する連れ去り・誘拐防止のポイントは、

「つ」いていかない
「み」んなといつもいっしょ
「き」ちんと知らせる
「お」おごえで助けを呼ぶ
「に」げる

の「つみきおに」が大切であることを教えていただきました。

＜校長＞

平成２５年１月８日（火） 「書き初め会」

“新年を迎え気持ちを新たにし、日本の伝統的な行事に親しむ”ために、本日の３、４限
に「書き初め会」を行いました。１、２年生は硬筆、３年生以上は毛筆に取り組みました。
子どもたちが書いた書き初めについては、１７日（木）、１８日（金）の９：００～１６：３０

に、「書き初め展」として各教室廊下に掲示します。ぜひ、ゆっくり作品を見ていただきた
いと思います。
※１８日については、「授業参観」や「子育てを語る会」も予定されています。



＜校長＞

平成２４年１２月１１日（火）～１４日（金） 「はぐくみ展」

今年も個人懇談会の期間、体育館にて「はぐくみ展」が行われています。
子どもたちの自画像や作品だけでなく、クラブ活動で制作した作品や地域の方が制作さ

れた作品も展示してあります。ぜひ、「はぐくみ展」に来ていただき、ゆっくり子どもたちや
地域の方の作品を見ていただきたいと思います。

＜校長＞

平成２４年１２月１１日（火） 「特別支援学級 もちつき会、お楽しみ会」



ライオンズクラブやあおみの会の方々のご支援を受け、知立市中央公民館にて知立市
特別支援学級合同事業「もちつき会、お楽しみ会」が行われました。まず、もちつき会で
一人ずつもちつきを行いました。その後、小豆入りのおもちを丸め、作っていただいた豚
汁といっしょに、昼食としていただきました。
午後からはお楽しみ会が行われ、みんなで歌を歌ったり、あおみの会の方による「大型

絵本、大型紙芝居」を見たり、楽しくゲームを行ったりしました。また、サンタさんからプレ
ゼントをいただきました。

＜校長＞

平成２４年１２月６日（木） 「マラソン大会」

冬空の中、運動場にてマラソン大会が行われました。低学年は運動場２周と外周１周、
中学年は運動場１周と外周２周、高学年は運動場２周と外周２周のコースを走りました。
保護者の歓声の中、子どもたちはゴールを目指して、一生懸命走っていました。走った
後はＰＴＡの方たちが用意してくれた「おしるこ」を、子どもたちはおいしそうに食べていま
した。



＜校長＞

平成２４年１２月５日（水） 「６年租税教室」

５時間目にコンピュータ室にて、租税教室が行われました。知立市役所税務課から３名
の講師の方と刈谷税務署の副署長さんがみえました。
子どもたちは、税金についてのクイズに答えたり、ＤＶＤ「もし税金がない社会になるとど

うなるか」を見たりする中で、税金について学習することができました。

＜校長＞

平成２４年１２月１日（土）・２日（日） 「知立市小中学校作品展」

知立市小・中学校作品展が知立市文化会館で行われました。たんぽぽが「早くこいこい
お正月」、１年生が「あきのメリーゴーランド」、２年生が「アニマル・ネガ・ポジ」、３年生が
「鮮やかに染まった和紙」、４年生が「ゆめいろらんぷ」、５年生が「＜銅＞物園へ レッツ
ゴー！」、６年生が「思い出のメロディ」を出展しました。
どの作品も自分の思いや工夫がつまった見応えのあるすばらしいものばかりでした。



＜校長＞

平成２４年１１月２９日（木） 「６年戦争体験を聞く会」

５時間目にパソコン室にて、戦争体験を聞く会を行いました。
６年生は社会の時間に戦争について学習していますが、牛田町の植田健吾さんに実体



験をもとにした戦争のお話をしていただきました。戦時中の「手伝いについて」「衣食住の
様子」「学校での様子」「訓練について」「遊びについて」「空襲や爆弾について」「終戦後
の様子」について詳しくお話ししていただきました。

＜校長＞

平成２４年１１月２９日（木） 「５年人権学習会」

３，４時間目に来迎寺小学校体育館「はぐくみ」にて、キャラバン隊グリンティーズによる
人権学習会が行われました。５名の講師の方より障がいについてお話ししていただきまし
た。特に、知的障がいや自閉症について詳しく説明をしていただきました。
また、「どんなふうに聞こえるの？」「うまくできないってどんな気持ち？」「ことばがわか

らないってどんな気持ち？」を理解するための活動を体験することができました。「みんな
違ってみんないい」ということばがとても印象的でした。

＜校長＞

平成２４年１１月２８日（水） 「５年親子活動」

５，６時間目に、来迎寺小学校体育館「はぐくみ」にて、５年親子活動を行いました。
５年生は総合的な学習の時間に、「来田」で米作りに取り組んできました。米作りでお世



話になった富田さんをお招きし、収穫したお米を使って親子で「五平餅づくり」に取り組み
ました。自分たちで育てたお米を使った五平餅の味は、格別であったようです。

＜校長＞

平成２４年１１月２７日（火） 「高齢者交通安全教室」

本日来迎寺小学校体育館「はぐくみ」にて、高齢者交通安全教室が行われました。
４０名以上の老人クラブ牛橋ブロックの方が参加されました。
安城警察署、西三河県民事務所、知立市安心安全課、市内交通指導員の方々から、

自転車における交通安全について指導していただきました。
参加された方は実際にパトカーに乗って死角の確認を行ったり、「自転車シュミレータ

ー」を使った体験をしたりしました。

＜校長＞

平成２４年１１月２６日（月） 「１年生自転車安全教室」

雨の降る寒い日となりましたが、本日来迎寺小学校体育館「はぐくみ」にて、１年生自転
車安全教室を行いました。
愛知県警察交通安全教育チーム「あゆみ」より、自転車の乗り方に関するお話をしてい

ただきました。また、安城警察署スクールサポーター、市役所交通安全担当、ＰＴＡ児童



活動支援委員の皆さんより、自転車の安全点検について指導をしていただきました。
正しい自転車のサドルの高さや安全なヘルメットのかぶり方について、１年生の児童は
保護者と一緒に学ぶことができました。

＜校長＞

平成２４年１１月２２日（木） 「知立市学校保健大会」

知立市文化会館にて、知立市学校保健大会が行われました。来迎寺小学校は「平成
２３年度知立市学校保健会研究委嘱校」として表彰を受けました。テーマ「自らすすんで
健康づくりをする子の育成 －運動大好き！元気アップ来小っ子をめざして－」で、研究
発表をしました。
また、岐阜聖徳学園大学 山下先生より、「運動能力や体力が発達する時期」について

や「子供の体温の低下」などについて、具体的なデータをもとにお話をしていただきまし
た。

＜校長＞

平成２４年１１月１７日（土） 「オータムフェスティバル」

雨の降る寒い日となりましたが、本日来迎寺小学校体育館「はぐくみ」にて、オータム



フェスティバルを行いました。
校内フェスティバルのプログラムに加え、ＰＴＡ会長のあいさつと和楽器クラブによる

大正琴「荒城の月、翼をください」の演奏がありました。
どの学年も校内フェスティバルの時よりもさらに上達し、それぞれの学年素晴らしい

発表をすることができました。

＜２年＞ ＜１年＞

＜たんぽぽ＞ ＜５年＞

＜大正琴＞ ＜４年＞

＜３年＞ ＜６年＞

＜校長＞



平成２４年１１月１３日（火） 「校内フェスティバル」

本日、来迎寺小学校体育館「はぐくみ」にて、校内フェスティバルがありました。
１番目に２年生による音楽「Let's go！ スーパーキッズ！」、２番目に１年生による劇

「おおきな かぶ」、３番目にたんぽぽ組による劇「ドレミ戦隊音レンジャーＺ」、４番目に
５年生による劇「伊勢湾台風物語」、５番目に４年生による音楽「仲間 ～ベスト フレンド
～」、６番目に３年生による劇「サーカスのライオン」、７番目に６年生による音楽「生きる
－明日に向かって－」の発表がありました。
どの学年もそれぞれ趣向を凝らした内容で、子どもたちは真剣な表情で取り組んでいま

した。土曜日のオータムフェスティバルに向けて練習を積み、内容がよりよいものとなるよ
う努めていきたいと思います。ぜひ楽しみにしていてください。

＜２年＞ ＜１年＞

＜たんぽぽ＞ ＜５年＞

＜４年＞ ＜３年＞



＜６年＞

＜校長＞

平成２４年１１月１日（木） ４年生「知立市小中学校合同音楽会」

本日、知立市文化会館（パティオ池鯉鮒）かきつばたホールにて、知立市小中学校合同
音楽会がありました。７番目に出場した４年生は「怪獣のバラード」と「Smile Again」の２
曲を披露しました。練習の成果を発揮し、指揮に合わせ、表情豊かにきれいな声で歌うこ
とができました。１曲目の「怪獣のバラード」を歌い終わった時、迫力があったためか客席
より大きな拍手がわきあがりました。

＜校長＞

平成２４年１０月２６日（金） ６年生「邦楽鑑賞会」

本日３・４時間目に邦楽鑑賞会がありました。小林先生をはじめ７名の講師の先生方
に来ていただき、和楽器である「琴」「笙」に「フルート」を加えた演奏を鑑賞しました。
「古曲 六段の調」「春の海」「森のくまさん・大きな古時計・山の音楽家」「南部牛追唄に



よる幻想曲」「越天楽変奏曲」の演奏を聴いた後、「君をのせて」を全員で合唱しました。
最後に「琴」や「笙」の体験もさせていただきました。

＜校長＞

平成２４年１０月２３日（火） 「授業参観」

本日５時間目に授業参観がありました。各教室・体育館では各教科や道徳、英語
活動、特別活動（学級会）などの授業が行われました。
授業の中には、ＡＥＴのロナさんと楽しく英語を使って活動する授業やカッターの

使い方を学ぶ授業で、保護者と一緒に紙を切る場面も見られました。
悪天候にもかかわらず、多くの保護者の方に来ていただきました。ありがとうござい

ました。



＜校長＞

平成２４年１０月１８日（木） 「遠足」

雨が降り、肌寒い天気でしたが、全校遠足に出かけました。
１・２年生は「南知多ビーチランド」、３・４年生は「リトルワールド」、５・６年生は「明治村」

に行きました。
遠足に行った子どもたちからは、「イルカのジャンプがすごかった」「リトルワールドには

教科書に載っていた建物があってびっくりした」「明治村には古い建物が多くあって驚い
た」のような感想が出ていました。



＜校長＞

平成２４年１０月１６日（火） 「交通安全パレード」

秋晴れの中、交通安全パレードを行いました。開会行事後、来迎寺学区の方に「交通
ルールを守り、安全な町を作りましょう」という呼びかけをしながら３町をパレードしまし
た。マーチング･バトンクラブによる演奏・演技を行ったり、交通安全のＰＲ物品を配付した
り
しました。この交通安全パレードで「来迎寺学区を交通事故のない、安全で明るい町に
したい」という子どもたちの思いが、地域にも伝わってほしいと思います。

＜校長＞

平成２４年１０月１３日（土） 「ＰＴＡソフトミニバレーボール大会」

来小体育館「はぐくみ」にて、ＰＴＡソフトミニバレーボール大会が開かれました。保護者
の方は春より練習を積み重ね、その上達ぶりを存分に試合で発揮されていました。白熱
した試合が続き、体育館は歓喜の声と拍手であふれていました。
９チームが参加し、優勝は「ＡＲＡＴＡチーム」、準優勝は「ＢＢチーム」、３位は「島ＪＩＲＯ

チーム」、ブービー賞は「Ｗ高木チーム」でした。



＜校長＞

平成２４年１０月１１日（木） ５年 「稲刈り」

５年生は「来田」にて育ててきたお米の収穫を行いました。富田さんやアグリの方の力を
お借りし、コンバインでの稲刈りを体験しました。「コンバインで刈ると、とても早かったで
す」「コンバインでやると、穂が早くきれいにとれていました」と、それぞれ「手刈り体験」時
との作業時間の違いや作業の効率のよさに子どもたちは驚いていました。

＜校長＞

平成２４年１０月１１日（木） ６年 「市内陸上記録会」

知立小学校運動場にて、市内陸上記録会が行われました。当日は日差しが強く、暑い
日となりましたが、来小の６年生は今までの練習の成果を発揮し、素晴らしい結果を収め
ました。
個人優勝が２名、２位が５名、４位が２名、６位が１名で、女子４００ＭＲが３位、男子

４００ＭＲが４位でした。女子走り高跳びでは、近藤舞奈さんが１３３㎝を跳び、昭和５４年
の記録１３１㎝を見事更新し、新記録を出しました。



＜校長＞

平成２４年１０月３日（水） ６年 「薬物乱用防止教室」

１０月３日（水）５限に、愛知エメラルドライオンズクラブの方たち１４名による薬物乱用
防止教室が６年生対象に行われました。参加した６年生は真剣に話を聞いていました。
「薬物（薬、タバコ、酒、シンナー、麻薬、覚醒剤、コカインなど）をとると、どんな副作用

があるのか」「薬物乱用とは？」「薬物をとるとどうなるのか」「薬物から自分を守るために
必要なこと」について実例を挙げながら、分かりやすく説明をしていただきました。
「私は絶対に、誘われても断ります。『ダメ。ゼッタイ』のことばを忘れないようにします」

「私は絶対薬物を乱用しないようにする」「自分には関係ないと思っていたが、意外と身近
にありこわさを感じた」というような感想を６年生は持ちました。

＜校長＞

平成２４年１０月１日（月）～２日（火） たんぽぽ組 「茶臼山の学習」

１０月１日（月）、茶臼山の学習１日目。台風の影響で実施が心配されましたが、当日は
秋晴れとなり、茶臼山に向けて市役所を出発しました。

休暇村茶臼山高原に到着し、昼食を食べた後、「山登り」をしました。雨の影響で滑りや
すい箇所もありましたが、名古屋大学院生にもサポートしてもらい、全員無事に「山頂コ



ース」を登ることができました。山頂はとても見晴らしがよく、涼しい風が吹いていました。
「空気がおいしい」という声も出ていました。

休暇村に到着し、入浴・買い物・夕食の後、みんなの前で「自己紹介」をしました。とても
大きな声で自分の名前を言うことができました。

１０月２日（火）、茶臼山の学習２日目。ラジオ体操・
朝食の後、「萩太郎山の散策」に出かけました。初め
てリフトに乗る子もいましたが、練習の成果もあり、全
員無事に山頂に着くことができました。山頂からは、
秋の景色を写真に納めながら歩いて下山しました。

昼食後、休暇村に別れを告げ、無事市役所に到着
しました。天候にも恵まれた素晴らしい２日間でした。

＜校長＞

平成２４年９月２７日（木）～２８日（金） ６年「修学旅行」（奈良・京都）

９月２７日（木）、修学旅行１日目。秋晴れの中、奈良に向け学校を出発しました。

最初の見学地は、世界最古の木造建築として有名な「法隆寺」。国宝・重要文化財に指
定された宝物が約１９０件あり、さすがユネスコの世界文化遺産でした。子どもたちは敷
地の広さに圧倒されていました。

次の見学地は、「東大寺」・「奈良公園」。子どもたちは、大仏殿・大仏の大きさに驚き、



見上げていました。次に、奈良公園ではグループ行動で見学をしました。鹿を見て最初は
「かわいい」と歓声を上げていましたが、鹿せんべいに群がってくる鹿たちの迫力に、思
わず後ずさりをする子もいました。

奈良を離れ、京都の旅館「お花坊」に到着。夕食後の見学地は、高さ１３１ｍある「京
都タワー」。地上１００ｍにある展望室からは、３６０度すばらしい夜景を見ることができま
した。

９月２８日（金）、修学旅行２日目。秋晴れの中、旅館を出発
しました。最初の見学地は、お釈迦様の舎利（お骨）をまつった
舎利殿「金閣寺（鹿苑寺）」。あまりのきらびやかさに「すごい」と
歓声があがりました。

次は、体験別班活動ということで、「おたべ作り体験」「座禅
体験」「絵付け体験」に分かれて活動しました。おたべ作り体験
は、 ３種類のおたべを作り、作品はお土産としました。

最後の見学地は、「清水寺」。「清水の舞台」は４階建ての
ビルの高さにあたり、京都市街の眺望がとても見事でした。
その後、子どもたちは清水坂にあるお店にて買い物を堪能
しました。

清水寺を後にし、学校に向けて出発。ほぼ予定の時間に学校に無事到着することが
できました。

６年生は時間をしっかり守ることができ、仲よく協力し合って生活することができまし



た。また、旅館の方からは、「あいさつがしっかりでき、とても気持ちのよい子どもたちで
した。」と褒めていただきました。

＜校長＞

平成２４年９月２０日（木） ４年 「親子活動」

９月２０日（木）の１，２時間目に４年生の親子活動を体育館にて行いました。ＰＴＡ学年
委員の方を中心に、親子で「ドッジビー」を行いました。残暑厳しく汗をかきながらの親子
活動でしたが、体育館には大きな歓声があがっていました。

＜校長＞

平成２４年９月１３日（木）
コンサートデリバリー「打楽器の魅力を感じるコンサート」

知立市教育委員会が主催し、ちりゅう芸術創造協会の企画で、来迎寺小学校体育館
「はぐくみ」にて、コンサートが行われました。この日は、学校公開日でもあり、保護者も
多数参加されました。
演奏者は“虹色音楽隊”のメンバーで、黒田かなでさん（ヴァイオリン）、岡林和歌さん

（クラリネット）、近藤幹夫（マリンバ）、田口美郷さん（パーカッション）の４名でした。
演奏曲は、「ひつじがいっぱい」「新世界より 家路」「となりのトトロより さんぽ」「マル・

マル・モリ・モリ！」など、子どもたちがよく知っている曲ばかりでした。全校児童は楽しい
演奏や演出に引き込まれ、本物の芸術（音楽）に触れることができました。



＜校長＞

平成２４年９月１１日（火）・１２日（水） 「４年生 いのちの教育」

４年生は学級ごとに、パソコン室で「いのちの教育」を行いました。
「自分がうまれたときのこと」 ～うまれるまでと赤ちゃんのことを知る・体験する・感動

する～をテーマに、助産師さんと４名の保健師さんに赤ちゃんについての話をしていただ
いたり、赤ちゃん人形を使って抱っこ体験をさせていただいたりしました。
「自分の親が２人、そしてその親が４人、またその親が８人、・・・と１０代さかのぼると、１

０２４人が自分の誕生のために関わっている。誰一人違っていたら、今の自分は存在しな
い。また、父親の精子約１億から３億個の中の一つで、自分が存在している。だから、あ
なたは生きているだけで１００点満点です。」という助産師さんのことばに、子どもたちは
自分の命の大切さを感じていました。

＜校長＞

平成２４年９月３日（月） 「避難訓練」

今までの避難訓練は授業中に行われ、教室にいる担任といっしょに子どもたちは避難
していました。しかし、今回の避難訓練は子どもたちに実施時刻を知らせず、放課中に行
うという、今まで実施したことのない試みでした。今回は先生が近くにいない場合もありま



したが、放送の指示に従い、予想される落下物に気をつけながら、子どもたちは速やか
に避難することができました。
避難後、救護班による救助活動（行方不明者の捜索活動）と消火班・消防クラブ（６年生

3名）による放水訓練を行いました。その後、消防署員よりお話をしていただきました。
一年間における休みや一日における在校時間を考えると、子どもたちが学校にいる割合
は約２０％、家庭など学校外にいる割合は約８０％です。従って、地震に遭う確率は、学
校外の方が高いということです。ぜひ、ご家庭でも地震に対する取組を進めていただくと
ともに、避難する場所の確認をしていただきたいと思います。

＜校長＞

平成２４年８月２５日（土） 「親子除草（全校出校日）」

大変暑い日となりましたが、親子で校地の除草作業を行いました。保護者の皆様には
長時間にわたって作業していただきました。本当にありがとうございました。「親子除草」
のおかげで校地が見違えるほどきれいになりました。
また、ＰＴＡ環境保健委員会の方には、道具や草の片付けをしていただきました。そし

て、児童活動支援委員会、役員の方には、学校のトイレ掃除を行っていただきました。暑
い中の作業でしたが、とても学校がきれいになりました。ありがとうございました。

＜校長＞



「来小テント村・学区夏祭り」

昨年度は「来小学区夏祭り」のみの開催でしたが、今年度は「来小テント村」が復活しま
した。「来小テント村・学区夏祭り」は、来迎寺小ＰＴＡ、学区コミュニティ推進協議会の共
催で、来小おやじの会の協力で開催されました。
来小おやじの会による風船つりなどの楽しいイベント、5年生による火の舞、そして、コミ

ュニティ夏祭り部会によるナイトシネマや花火講習会など盛りだくさんのイベントがあり、
参加した子どもたちは大喜びでした。そして、「来小テント村」の参加者は、バーベキュー
をしながら家族や仲間と交流・親睦を深めていました。
来小おやじの会の皆さん、ご協力いただき本当にありがとうございました。

＜校長＞

平成２４年８月１８日（土） 「知立よいとこ祭り」

来迎寺小学校３・４年生有志の子どもたちは、「第13回知立よいとこ祭り」に参加し、「よ
さこいソーラン」を知立駅前中央通りで元気よく踊りました。
この日は時折雷が鳴り、雨が降ったりやんだりする荒れた天気でした。とても運がいい

ことに、子どもたちが踊っている時間は雨がやんでいました。
運動会で踊ったときの黄色と赤色の法被を着、手には鳴子をつけ、子どもたちは真剣な

表情で踊っていました。

＜校長＞



平成２４年８月７日（火） 「明治用水子ども探検隊」

この日もとても暑い日となりました。１６名（４年生１４名、２年生１名、１年生１名）の児童
たちは、暑さに負けず元気よく、「明治用水子ども探検隊」に参加しました。
来迎寺小学校北門で開校式を行った後、学校前の明治用水（西井筋）の清掃をしまし

た。そして、水源頭首工、広畔除じん機、水のかんきょう学習館、赤松分水工の見学を行
い、最後来迎寺小学校で閉校式を行いました。
水源頭首工横の管理所では、操作室に入ることができました。ボタン１つで用水のいろ

いろな施設を動かすことができることを聞いて、子どもたちはとても驚いていました。ま
た、広畔除じん機で用水のごみを取り除く様子にとても興味を持ったようでした。

＜校長＞

平成２４年７月２３（月） 「夏休みが始まりました」

ここ数日は比較的過ごしやすい日が続きましたが、今年も猛暑が予想されます。夏休
みにおいては、特に熱中症に気をつけてほしいと思います。熱中症への対策として、十
分な水分及び塩分の補給や休息等が必要となります。子どもたちの健康管理について、
ご家庭においても十分にご配慮をお願いします。
７月２０日（金）の全校集会で、"夏休みにおいて子どもたちに心がけてほしいこと"とし

て２つのことを話しました。
１つめは、「学校や地域の行事に積極的に参加してほしい」ということです。学校におい

ては、「出校日」「学びの日」「プール開放」「図書館開放」などがあります。また、地域にお
いては、「ラジオ体操」「盆踊り大会」など様々な行事があります。生活にメリハリをつけ、
充実した夏休みにするためにも、できるだけ多くの行事に参加してほしいと思います。
２つめは、「水難事故・交通事故にあわないようにしてほしい」ということです。日頃から

登下校において、はぐくみ隊や交通指導員さん、保護者の方々など多くの方たちに見守
っていただいています。夏休みは子どもたち自身が安全確認に心がけ、事故にあわない
よう意識していく必要があります。
学校では安全指導においてかなり力を入れてきましたが、ご家庭においても安全面に

ついてご配慮いただきたいと思います。夏休みにおいて子どもたちに事故がなく、安全に
過ごしてくれることを願っています。



４年生 緑のカーテン

＜校長＞

平成２４年７月４日（水）～６日（金） 「５年生 山の学習」

１日目・２日目は天候に恵まれ、予定していた行事を行うことができました。１日目の夜
の「キャンプファイヤー」は、みんなで歌ったり踊ったりし、とても盛り上がりました。「火の
舞」は全員がそろっていて、とても見応えのある演技でした。

２日目の午前中は「ネイチャーゲーム」で野外センター付近の身近な自然にふれ合い、
午後からは自然豊かな太田切川で「川遊び」をしました。雄大な景色の中で、子どもたち
は水の冷たさを感じながら、川遊びに夢中になっていました。また、夜は「きもだめし」を
体験し、あまりの怖さに「キャー、キャー」と絶叫する子もいました。



３日目はあいにくの雨模様でしたが、片付けをした後、みはらしファームにて、「ブルー
ベリー狩り」を体験しました。食べ放題ということで、いっぱいブルーベリーを食べている
子もいました。

＜校長＞

平成２４年７月３日（火） 「心肺蘇生法講習会」

７月３日（火）にＰＴＡ環境保健委員会による「心肺蘇生法講習会」を体育館にて行いま
した。消防署より２名の講師の方に来ていただき、夏休みに行われる「ＰＴＡ水泳監視」に
向けて、「人工呼吸法」や「ＡＥＤの使い方」について指導していただきました。役員のみな
さんは講習会に熱心に取り組んでみえました。

＜校長＞

平成２４年６月２７日（水） 「学校保健委員会」

６月２７日（水）にＰＴＡ環境保健委員会による「学校保健委員会」を体育館にて行いまし
た。当日は岐阜聖徳学園大学幼児教育学科 専任講師 山下 晋先生より、「元気のもとを
さがそう！みんなで楽しく体力アップ！～よりよい生活リズムをめざして～」というテーマ
で講話と実技指導をしていただきました。
日頃から口にしている「早寝・早起き・朝ごはん」がなぜ大切なのか、とても分かりやすく



説明していただきました。また、小学生の時期にいろいろな運動を経験しておくことの大
切さも教えていただきました。実際に運動を取り入れたとても楽しい講演でした。

＜校長＞

平成２４年６月２６日（火） ２年「親子活動」、 ２９日（金） １・３年「親子活動」

６月２６日（火）に２年生の親子活動、２９日（金）に１・３年生の親子活動を体育館にて行
いました。ＰＴＡ学年委員の方を中心に、２・３年生は親子で「ドッジビー」に、１年生は親子
で「ボール運びリレーと電車リレー」に取り組みました。２日間とも体育館には大きな歓声
があがっていました。

＜校長＞

平成２４年６月１５日（金） 「親子観賞会」

６月１５日（金）に「ちりゅう芸術家派遣事業」の一環として、安藤禎央さんによる「エレク
トーンコンサート」を来迎寺小学校体育館にて行いました。
「baby talk」など安藤さんが作曲した曲や「天国と地獄」など、みんなが知っている曲を

織り交ぜながらのとても楽しい演奏会でした。（６月１６日 読売新聞朝刊：お便り－「学校
長より」に掲載）



※安藤禎央さんは、知立市出身です。（私がかつて竜北中学校で担任した教え子でも
あります）ぜひ、これからもみんなで応援したいと思います。

＜校長＞

平成２４年６月２１日（木）・２２日（金） 「たんぽぽ 夏の合宿」

６月２１～２２日に、たんぽぽ組は夏の合宿に刈谷市にある洲原公園洲原ロッジへ行
きました。１日目は洲原プールで泳ぎ、夕食にカレーライスとサラダを作りました。雨は降
っていましたが、ファイヤー場で花火をしました。２日目は朝食にピザづくりをしました。朝
から雨が上がり、暑い日となりましたが、子どもたちは元気に岩ヶ池公園にて遊具で遊ん
だり、乗り物で遊んだりしました。仲よく、協力して生活することができました。

＜校長＞

平成２４年６月２３日（土） 「知立市少年の主張大会」

６月２３日（土）に知立市文化会館 花しょうぶホールにて、「知立市少年の主張大会」が
行われました。来迎寺小学校の代表として６年生の近藤和香さんが"知立市に松並木



を"という題で発表をしました。「いろいろな種類の桜を植え、知立にたくさんの人に来ても
らいたい。そして、知立を元気にしたい」祖父のことを思い出しながら、知立市の将来を考
えた素晴らしい発表でした。（お便り－「学校長より」に掲載）

＜校長＞

平成２４年６月２４日（日） 「おり紙ヒコーキ大会」

６月２４日（日）に「来迎寺小学校おやじの会」が主催し、第２回「おり紙ヒコーキ大会」が
来迎寺小学校体育館で行われました。飛行距離競技として参加者全員による「個人戦」
と親子ペアで行う「チーム戦」が行われました。参加者は優勝目指して張り切っていまし
た。（教員も飛び入りで参加しました）

＜校長＞

平成２４年６月８日（金） 「学校公開日・福祉実践教室・引き渡し訓練」

６月８日（金）は今年初めての「学校公開日」でした。４～６年生は「福祉実践教室」に参
加しました。４年生は「車いす・点字・要約筆記」、５年生は「ガイドヘルプ・手話」、６年生
は「高齢者擬似体験」に取り組みました。午後からは地震注意情報が発表されたときに、



安全かつ確実に保護者のもとへ児童を引き渡すことができるよう「引き渡し訓練」を行い
ました。

＜校長＞

平成２４年６月１２日（火） 「３年生自転車乗り方教室」

６月１２日（火）の午前中、３年生は運動場にて「自転車乗り方教室」に参加しました。
警察官、市内交通指導員、市役所交通安全担当、ＰＴＡ児童活動支援委員のみなさんの
指導を受けながら、子どもたちは自転車の乗車技能を高めるために、真剣に取り組んで
いました。
交通指導員さんより、"自転車に乗るときに注意してほしいこと"を教えていただきました。
・ブレーキは左・右の順にかけてほしい。
（右のみかけると後輪が上がってしまい危ない）

・サドルの位置は、かかとが地面から少し浮くぐらいの高さで合わせてほしい。
（足の裏が完全についている状態はかえってよくない）

・ヘルメットのひもの長さを調節してほしい。
（ひもの長さがあっていないとヘルメットの効果が得られない）

以上のことを、ご家庭でも確認をしてほしいと思います。

＜校長＞



平成２４年６月２日（土） 「コミュニティーのつどい」

６月２日（土）「コミュニティーのつどい」が来迎寺小学校体育館「はぐくみ」で開催されま
した。当日は大変大勢の方が、「コミュニティーのつどい」に集まりました。

開会式の後、「お茶会」と第１部として「３Ｂ体操」「竜北中学校和太鼓部『御祖（みお
や）』」「大正琴」「民舞」の発表がありました。第２部としてカラオケ発表会が行われ、３町
より２４組の出演がありました。

＜校長＞

平成２４年６月４日（月） 「歯の集会」

６月４日（月）１限に、歯の集会「楽しく歯をみがこう！」が行われました。保健委員会の
児童がパワーポイントや大きな歯の模型を使い、歯の磨き方を説明しました。また、実際
に見本も見せ、全校児童で歯の磨き方の練習をしました。さらに、保健委員会で作成した
ビデオ映像に合わせ、歯磨き練習もしました。
その後、学校歯科医 竹内先生のお話を聞きました。（内容：HP－お便り－学校長より）



＜校長＞

平成２４年５月２４日（木）
「学校安全緊急情報共有化広域ネットワーク」活用訓練

５月２４日（木）「学校安全緊急情報共有化広域ネットワーク」活用訓練があり、その中で
「防犯教室」を行いました。今回の防犯教室は、４月２２日（日）に知立市中央公民館で行
われた「セルフディフェンスコミュニケーション」の講演内容を参考にしました。

“不審者を見たらどう伝えるとよいか”“不審者から話しかけられたらどうしたらよいか”
について、スクリーンを使った説明と生活委員会による迫力ある劇に、全校児童は真剣
かつ集中して聞いていました。

＜校長＞

平成２４年５月２６日（土） 「くすのきふれあい運動会」

快晴の中、「くすのきふれあい運動会」が行わ
れました。来賓、保護者、地域の方々にご臨席



いただき、盛大に運動会を行うことができまし
た。

「全力で取り組んでほしい」「友だちをしっかり
応援してほしい」「助け合って学級・学年の団結
を強めてほしい」ことを開会式でお話ししまし
た。来小の子どもたちは運動会の中で、一生懸
命に友だちと力を合わせ、すべての種目や演技
にがんばることができました。

１，２年の“玉入れ”、３，４年の“大玉送り”、
５，６年の“綱引き”では、保護者にも参加してい
ただきました。友だちだけでなく家族や地域の
方とふれあうことのできた素晴らしい運動会とな
りました。本当にありがとうございました。

＜校長＞

平成２４年５月２１日（月） 「金環日食」

今朝は登校を早め、日食を全校児童で観察しました。残念ながら７時３０分には、雲が
かかっていたため、「金環日食」は見ることができませんでした。（テレビ中継で金環日食
を見ることはできました）
８時を過ぎた頃から青空になり、再び日食の観察をしました。「部分日食」になってしまし

ましたが、子どもたちは歓声を上げ、「日食を見られて良かった」と言っていました。



＜校長＞

平成２４年５月２日（水） 来小はぐくみ隊総会

５月２日（水）来迎寺小学校体育館「はぐくみ」にて「来小はぐくみ隊総会」が行われまし
た。
最初に林会長よりあいさつがありました。校長あいさつ後、「来小はぐくみ隊」の主な活

動について報告があり、大矢交通指導員から来迎寺小学校の児童の登下校の様子につ
いてお話がありました。

※「来小はぐくみ隊」の皆様には、いつも登下校時において子どもたちの安全指導にご
尽力いただいています。本当にありがとうございます。

＜校長＞

平成２４年４月２７日（火） 第１回避難訓練



４月２７日（金）に、学校における「火災」に備え、安全に避難できる習慣や態度を養う
ために、「避難訓練」を行いました。

今回は、火災対策として点検も兼ね、「防火用扉」をすべて閉める訓練もしました。
とてもスムーズに避難することができました。今後は「地震」や「防犯」も含めた安全教育
にも力を入れ、実践的な避難訓練を行っていく予定でいます。

＜校長＞

平成２４年４月２４日（火） 入学おめでとう集会

４月２４日（火）１限に「入学おめでとう集会（１年生を迎える会）」を行いました。

１年生は、６年生と手をつないで入退場をしました。全校児童で「○×クイズ」や「ジャン
ケン列車」のゲームで楽しんだ後、６年生から１年生へ「手作りのプレゼント」渡しを行い
ました。その後、みんなで元気に校歌を歌いました。１年生はとてもうれしそうな表情をし
ていました。楽しい学校生活を送るためにも、早く学年を越えてたくさんの友だちを作って
ほしいと思います。

＜校長＞



平成２４年４月２０日（金）

４月２０日（金）、午前中には新入生交通安全教室、午後からは授業参観、ＰＴＡ総会を
行いました。

悪天候にもかかわらず、新入生交通安全教室には多くの保護者に参加していただき、
実地訓練を行いました。また、授業参観には５６５名、ＰＴＡ総会には３７７名の保護者の
皆様に参加していただきました。大変ありがとうございました。

ＰＴＡ総会の話の中で、文部科学省から出ている「家庭教育手帳」の紹介をしました。
これは、家庭での教育やしつけに関して、家庭で考えてほしいことをまとめた冊子です。
「家庭とは？」の中に、次のような項目が載っています。

・子どもが家で身につけたことは、生涯、ずっと生き続ける。
・子どもたちの一番の願い、それは何だと思いますか？
・子育ては母親の仕事、そう思っているお父さんは要注意。
・話せばわかるとは限らないが、話さなければもっとわからない。
・前向きな親の姿は、きっと子どもに届いている。
・あなたの生き方、子どもへの最高の教育になる。

読んでみると、「子育てのヒント」になることがたくさん載っているので、ぜひ一度見てい
ただきたいと思います。

本年度も家庭･地域･学校の協働による教育の推進に向け、一層努力をしていきたいと
考えています。よろしくお願いします。

＜校長＞

平成２４年４月１３日（金）

平成２４年度「入学式・始業式」を４月６日（金）に行
いました。
新たに９７名の一年生を迎え、全校児童６１０名で、
新学期が始まりました。



入学式では、楽しく学校で生活するための「あいう
えお」について話をしました。

「あ」は、朝ごはんを食べてきましょう。
「い」は、一生懸命に勉強や運動をしましょう。
「う」は、運動をし、体を鍛えましょう。
「え」は、笑顔いっぱいの学級や学校にしましょう。
「お」は、お友達をたくさん作りましょう。

早く学校に慣れ、充実した学校生活を送ってほしい
と思います。特に、この時期は交通安全には十分ご
留意いただきたいと思います。

教職員全員で、精一杯教育効果があるよう努めて
いきます。本年度も保護者の皆様、地域の皆様、ご
支援とご協力をお願いします。

＜校長＞


