
平成２６年３月２４日（月） 「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、１～５

年生の代表児童に「修了証書」を渡しました。また、「すばらしい来迎寺小学校にして

いくために、３つの『あ』である『あいさつ』『朝ごはん』『あんぜん』について、今後も心

がけていってほしい。」ことを話しました。 

 

 ３月２０日（木）には、卒業式が挙行され、１１１名の卒業生が来迎寺小学校を巣立

っていきました。卒業生には、「大きく成長するために、３つの『心』として、『感謝の心』

『向上心』『挑戦する心』に心がけてほしい。」と話しました。 

 

 今年度も保護者、地域の皆様には、いろいろな面でご支援、ご協力していただきま

した。本当にありがとうございました。平成２６年度もよろしくお願いします。 

 

明日から約２週間の春休みになりますが、病気やけががないよう、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７日（月）の入学式・始業式には、また

元気に登校してほしいと思います。 

 

          

 

＜校長＞ 
 

 

 

平成２６年３月７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。通学班、委員

会活動、クラブ活動等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、先生に関するクイズを行いました。先生の背比べ、万歩計勝

負、踊り等があり、大変盛り上がりました。「思い出のアルバム」では、１年生から現在

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手紙やビデオレターを紹

介したりしました。在校生から６年生に歌とプレゼントを贈りました。 

 

 



      

＜校長＞ 
 

  

平成２６年３月４日（火）、６日（木）、７日（金）  

          「キャッチ取材 GO！GO！スクールキッズ！」  

  来迎寺小学校３年生を中心に、ケーブルテレビキャッチの新番組「GO！GO！スクール

キッズ！」の取材がありました。この３日間で、「タイトルコール」「ぼくらの学校」「先生を超

えろ！」「教室チャンピオン」「ありがとう」「みんながアーティスト」などの撮影が行われまし

た。７日に行われた取材は、「先生を超えろ 万歩計対決！」ということで、予選を勝ち抜い

た３年生の子どもたちと長谷川先生との最終決戦でした。結果については、４月１４日（日）

から始まる放映を見てください。お楽しみに・・・・。 

 

          

＜校長＞ 

 

 

平成２６年３月５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。この

式には、来迎寺学区交通安全推進協議会会長、交通少年団育成会会長、ＰＴＡ会長、

知立幹部交番所長、交通指導員の方々が参加されました。来迎寺学区交通安全推進

協議会 竹内会長のお話のあと、「団旗」を６年から５年へ継承しました。６年生の皆さ

 



ん、１年間ご苦労様でした。５年生の皆さん、これからよろしくお願いします。 

 

          

＜校長＞ 
 

  

平成２６年３月３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として１年間クラブ（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）を支えてくださった方々と懇談会を行いまし

た。ゲストティーチャーと今年度の反省と来年度の方針について話し合いました。１年間あ

りがとうございました。 

 

          

＜校長＞ 

 

 

平成２６年２月２４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」の方々、「読み聞かせボランティア」の方々です。 

 参加いただいた方から○×クイズを出していただいた後、１～４年生の児童代表が

 



お礼の言葉を述べました。その後、感謝の意を込め、プレゼントとしてチューリップの

鉢をお渡しし、最後に歌のプレゼントとして、「心の中にきらめいて」をみんなで歌いま

した。 

 

          

＜校長＞ 
 

  

平成２６年２月２０日（木） 「たんぽぽ組 卒業お祝い茶会」  

  日頃よりお茶の指導でお世話になっている森先生のお招きを受け、午前中パティオ池

鯉鮒のお茶室（知心庵）にて、卒業お祝い茶会を行いました。 

 たんぽぽ組の子どもたちは、日頃の練習成果を発揮し、参加された保護者、祖父母に見

事なお手前を披露していました。 

 

          

＜校長＞ 

 

 

平成２６年２月１８日（火） 交通事故無事故記録「２００日達成」  

 みんなで取り組んでいる交通事故無事故記録ですが、２００日達成しました。 

 これからもこの記録が伸び続けるよう、みんなで交通安全に心がけていきたいと思  



います。 

 

                

＜校長＞ 
 

  

平成２６年２月１４日（金） 「６年生 親子活動」  

  雪が降る寒い日でしたが、３，４時間目体育館において６年生の親子活動を行いまし

た。２０歳の時の自分に宛てた手紙を「タイムカプセル」に入れた後、「親子ふれあいミニ運

動会」として、「ラジオ体操」「二人三脚」「ボール運び」「クイズ」を行いました。歓声が体育

館中に響き渡っていました。 

 

          

 

          



＜校長＞ 

 

 

平成２６年２月７日（金） 「５年生 バスケットボール指導会」  

 午前中、５年生の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。朝からと

ても冷え込む寒い日となりましたが、選手たちはコート中を元気に走り回っていまし

た。また、応援する子の声援が響き渡り、体育館は熱気にあふれていました。 

 結果は、男子：優勝３組、準優勝１組、女子：優勝３組、準優勝１組でした。 

 

          

 

＜校長＞ 
 

 

 

平成２６年２月５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入学する際に必要な説明を

聞きました。また、新入学予定児は１年生の教室で交流会を行い、１年生のお兄さん・

お姉さんと一緒に「すごろく」をし、交流を深めていました。 

 

          

 

＜校長＞ 
 



  

平成２６年２月４日（火） 「知立市特別支援学級 合同学習発表会」  

 知立西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。お世話になっている知立ライオンズクラブ、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。どの学校も練習を積み、がんばって取り組んでいました。 

 たんぽぽ組の子どもたちは、「ねこのしまの おきゃくさま」の劇を大きな声で披露しまし

た。 

 

          

＜校長＞ 

  

平成２６年２月３日（月） 「節分」  

  赤鬼と青鬼がたんぽぽ組、１年、２年の教室に現れました。怖がって逃げ回る子もいま

したが、邪気を払うため鬼に向かって「鬼は外、福は内」と元気よく豆まきをすることができ

ました。来迎寺小学校のみんなに「福」が訪れてほしいと思います。 

 

          

＜校長＞ 

 

 



平成２６年１月３１日（金） 「避難訓練（防犯）」  

 ５時間目に不審者対応の避難訓練を行いました。今回は不審者が侵入後、逃走す

るという設定で訓練を行いました。 

 訓練後、体育館にて愛知県警防犯活動専門チーム「のぞみ」の方々に、防犯に関す

るお話をしていただき、その後劇を見せていただきました。 

 今年も５つの約束「つ・み・き・お・に」の大切さを教えていただきました。 

 

          

 

＜校長＞ 
 

  

平成２６年１月３１日（金） 「６年生 邦楽鑑賞会」  

  ３，４時間目に音楽室で「邦楽鑑賞会」がありました。小林先生をはじめ６名の講師の先

生方に来ていただきました。和楽器である琴や尺八、笙を使った「六段の調」「春の海」「越

天楽変奏曲」などの演奏を聴いた後、体験もすることができました。 

 

          

＜校長＞ 

  



平成２６年１月３０日（木） 「6年生 薬物乱用防止教育講座」  

  本日の５時間目、体育館にて、愛知エメラルドライオンズクラブの方たちによる「薬物乱

用防止教育講座」がありました。薬物（薬、たばこ、酒、シンナー、麻薬など）をとると、どん

な副作用があるのか、パネル、スライドや劇で、分かりやすく説明をしていただきました。 

 「薬物乱用は恐ろしいもの、絶対手を出してはいけないと思いました。また、パネルや劇

を見ることによって、薬物のいろいろなことが分かりました。また、『ダメ、ゼッタイ』は、心に

深く残りました。」というような感想を６年生は持ちました。 

 

          

＜校長＞ 

 

 

平成２６年１月２４日（金） 「６年生 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。朝はとても冷え

込みましたが、暖かい日差しが差し込む中での指導会となりました。朝の活動や体育

の授業等で練習を積んできただけにチームワークがよく、声援が体育館中に響き渡っ

ていました。 

 結果は、男子：優勝３組、準優勝２組、女子：優勝２組、準優勝１組でした。 

 

          

 

＜校長＞ 
 

  



平成２６年１月２２日（水） 「授業参観（一斉道徳）・子育てを語る会」  

  本日の５時間目、「授業参観」として、すべての学級で道徳の授業を行いました。 

 授業後は体育館にて、学校保健委員会と同時開催で「子育てを語る会」を行い、３００人

近い保護者の方が参加されました。今年の講師は、愛知学泉短期大学 准教授 神谷良

夫氏でした。「今、あなたの子どもが危ない！～テレビ・ゲーム・スマホの功罪～」というテ

ーマでお話をされ、「子どもの睡眠」、「子どもたちが今置かれている現実」、「親として対応

すべきこと」などについて、スクリーンを使ってわかりやすく説明していただきました。 

 参加された保護者から、「今後、子どもが大きくなるにつれ、いじめやネット犯罪、コミュニ

ケーション能力の低下のことが心配です。私たち親もケータイに依存している部分がある

ので、まずは親が気をつけ、子どもに教えていきたいと思います。そして、何より、愛する子

だからこそ！しっかり伝えていきたいと思います。」のような感想をいただきました。 

 

          

 

          

＜校長＞ 

 

 

平成２６年１月２１日（火）～２２（水） 「書き初め展」  

 １月８日（水）に行われた「書き初め会」の作品を、各教室の廊下に展示しました。子

どもたちの力強い書き初めをぜひ見ていただきたいと思います。 

 
 



          

＜校長＞ 
 

  

平成２６年１月１６日（木） 「６年租税教室」  

  ５時間目に来迎寺小学校体育館「はぐくみ」にて、租税教室を行いました。知立市役所

税務課の方に来ていただき、「消費税」や「税金の使われ方」についてのお話をしていただ

きました。また、「もし税金がなかったらどんな社会になってしまうのか」が分かるＤＶＤを視

聴しました。税金の大切さを学ぶことができました。 

 

                  

＜校長＞ 

 

 

平成２６年１月８日（水） 「書き初め会」  

 "日本の伝統的な行事に親しむ""新年を迎え、気持ちを新たにし、書き初めに取り組

む"ために、本日の午前中に「書き初め会」を行いました。雨が降るとても寒い日となり

ましたが、１、２年生は硬筆、３年生以上は毛筆にがんばって取り組みました。 

 子どもたちが書いた書き初めについては、今月の２１日（火）、２２日（水）の９：００～

１６：３０に行われる「書き初め展」で、各教室廊下に掲示します。ぜひ、作品を見てい

 



ただきたいと思います。 

 ※２２日については、「授業参観（全校一斉道徳）」や「子育てを語る会」も予定されて

います。 

 

          

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年１２月１０日（火）～１３日（金） 「はぐくみ展」  

 今年も個人懇談会の期間に「はぐくみ展」が行われています。今年度は自画像につ

いては各学級前の廊下に展示されています。また、クラブ活動（絵手紙、書道、トール

ペイント、手芸）で制作した作品や地域の方々が制作された作品、教員の陶芸作品

（少しですが・・）、そして知立市文化会館で行われた学校展で展示したパネル等は会

議室に展示してあります。ぜひ、個人懇談会の折りに会議室にも足をお運びいただき

たいと思います。 

 

  

 

 



＜校長＞ 
 

  

平成２５年１２月１０日（火） たんぽぽ組「もちつき会・お楽しみ会」  

 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。知立市ライオンズクラブやあおみの会の方々のご支援を受け、「もち

つき会」では一人ずつ順番にもちつきを体験しました。その後、おもちを丸め、作ってい

ただいた豚汁と一緒に、昼ご飯としていただきました。午後からはお楽しみ会が講堂で

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紙芝居や絵本などを見た

りしました。最後にサンタさんから全員プレゼントをいただきました。 

 

           

 

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年１２月５日（木） 「マラソン大会」  

 冬にもかかわらずとても暖かい日となりました。午前中に運動場でマラソン大会を行いま

した。低学年はグランド２周とはぐくみコース１周、中学年はグランド１周とはぐくみコース２

周、高学年はグランド２周とはぐくみコース２周を走りました。子どもたちはゴールを目指し

がんばって走っていました。走った後はＰＴＡの方たちが用意してくれた「お汁粉」をおいしく

いただきました。 

 



    

＜校長＞ 
 

  

平成２５年１２月３日（火） 「５年人権学習会」  

 ５，６時間目に、５年生は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を行いました。４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。また、「どんなふうに聞こえるの？」「うまくいかないってどんな気

持ち？」を理解するための体験を行いました。 

 １２月４日（水）～１０日（火）は人権週間です。現在、昇降口には１２月２日に行われ

た「人権集会」で表彰された「ポスター」「標語」「習字」を掲示しています。これからも

「いじめ」や「差別」のない、明るく楽しい来迎寺小学校を目指していきたいと思います。 

 

            

 

＜校長＞ 
 

  



平成２５年１１月３０日（土）・１２月１日（日）  

           「知立市小中学校作品展・学校展」  

 知立市小中学校作品展と学校展が知立市文化会館で行われました。たんぽぽが「ゆら

ゆら ゆれる うみのなか」（モビール）、１年生が「みてみて！ ゆかいな なかまたち」（人

形）、２年生が「あつまれ おなじかたち いっぱい！」（貼り絵）、３年生が「It's a small 

world」（置物）、４年生が「色とりどりに咲き誇る夢の花」（花の絵）、５年生が「おいしいお米

をいただこう」（茶碗）、６年生が「思い出のオルゴール」（オルゴール）を出展しました。どれ

も個性あふれる力作ばかりでした。 

 また、同時に開催した学校展（猿渡小と共催）ですが、来迎寺小学校の宝（明治天皇が使

われた茶碗、開校記念の徳利や盃等）、１４０年を振り返るパネルやアルバムなど数々の

ものを展示しました。来賓の方々や児童や保護者、地域の方々、教職員を含め２日間で、

2094名の方が来られました。 

 

            

          ＜たんぽぽ＞                   ＜１年＞ 

 

            

            ＜２年＞                   ＜３年＞ 

 

            



            ＜４年＞                   ＜５年＞ 

 

            

            ＜６年＞                   ＜学校展＞ 

＜校長＞ 

 

 

平成２５年１１月２７日（水） 「５年親子活動」  

 ５，６時間目に、５年生は来迎寺小学校体育館「はぐくみ」にて、親子活動を行いました。 

 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。今回、米作りでお世話

になった富田さん、アグリの方々をお招きし、「来田」でこの秋収穫したお米を使い、親子で

おはぎ作りを行いました。自分たちで大切に育ててきたお米を使ったおはぎの味は、最高

だったようです。 

 

            

＜校長＞ 
 

  

平成２５年１１月２６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、来迎寺学区交通安全推進協議会主催

の「高齢者交通安教室」が行われました。今年は５０名以上の老人クラブの方々が参

加されました。 

 安城警察署、日本自動車連盟、交通安全協会、知立市安心安全課、市内女性交通

指導員の方々から、安全な自転車の乗り方や車の運転の仕方などについて指導して

いただきました。 

 参加された方はパソコンを使っての「視機能診断」や装置を使っての「反射材の有用

性確認」を実際に体験しました。 

 

            

 

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年１１月１６日（土）  「オータムフェスティバル」  

 晴天の中、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「君をのせて」「愛のロマンス」の演奏がありました。「魅力ある学校設計事業」で和楽器

を通した音楽教育の推進にも力を入れているため、本年度は大正琴を購入しました。クラ

ブの時間に地域の先生に指導を受けてきましたが、購入した大正琴を使って放課や自宅

でも練習をすることができました。 

 どの学年の演技も校内フェスティバルの時よりも上達し、すばらしいオータムフェスティバ

ルになりました。地域の方にもおほめのことばをいただきました。 

 



            

            ＜２年＞                   ＜１年＞ 

 

            

           ＜たんぽぽ＞                 ＜５年＞ 

 

            

           ＜大正琴＞                  ＜４年＞  

 

            

            ＜３年＞                   ＜６年＞  

＜校長＞ 



 

 

平成２５年１１月１２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「とどけ ハッピーメロディー」、２番目に１年生による劇「アイウ

エオリババ」、３番目にたんぽぽ組による劇「ねこのしまのおきゃくさま」、４番目に５年生に

よる劇「安城が原の水音」、５番目に４年生による音楽「フレンドシップ」、６番目に３年生に

よる劇「西遊記」、７番目に６年生による劇「火垂るの墓」の発表がありました。 

 笑いあり、涙あり、そして心温まる劇。きれいな歌声や楽しい演奏の音楽。どの学年も短

い練習時間の中で趣向を凝らしていました。土曜日に行われる「オータムフェスティバル」

に向け、さらに練習を積んで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２５年１１月７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。今年は４年生の中で有志を募り、音楽会に向け練習を積んできまし

た。４番目に出場した４年生は「あなたに会えて」と「Dabiduba  Dubiduba」の２曲を披露し

ました。練習の成果を発揮し、指揮にあわせ、きれいな声で歌うことができました。 

 

                  

＜校長＞ 

  

平成２５年１１月５日（火）  「６年生 戦争体験を聞く会」  



 ２時間目に会議室において、「戦争体験を聞く会」を行いました。 

 今年も牛田町の植田健吾さんに来ていただき、約７０年前にこの地区で実際に経験され

た戦争に関する話をしていただきました。その当時の「手伝い」「衣食住」「学校での様子」

「空襲」などについて話していただきました。 

 戦争についての話を聞いた後、「これからずっと続く未来で、戦争は絶対に何があっても

起こしてはいけない。そう強く思いました。」「今日の話の中で、教科書に載っていない苦し

く、悲しい事実を知りました。オータムフェスティバルでは、大勢の人に戦争のことを精一杯

伝えたいです。」という感想を書いた子もいました。 

 

            

＜校長＞ 

 

 

平成２５年１０月２４日（木）  「なかよし遠足」  

 本日、「なかよし遠足」に出かけました。天候が心配されましたが、雨に降られることなく

実施することができました。１・２年生は「モリコロパーク」に行き、芝生広場で自由遊びを

し、児童総合センターで体験活動を行いました。３・４年生は「名古屋港水族館」に行き、イ

ルカショーを見たり、グループで見学したりしました。とても見学者が多く館内が広いため、

迷子になりそうになった子もいました。５・６年生は「名古屋市科学館・プラネタリウム」に行

きました。理科で学習したこともあり、とても楽しく見学することができました。 

 

     

＜校長＞ 



  

平成２５年１０月２３日（水）  「愛知県健康推進学校表彰」  

 愛知県教育委員会、愛知県学校保健会主催「第６１回愛知県学校保健研究大会」におい

て、「愛知県健康推進学校表彰校 入選校」として表彰されました。また、２４日（木）に行わ

れた知立市教育委員会、知立市学校保健会主催「第４３回知立市学校保健大会」におい

て、表彰伝達をしました。 

 知立市学校保健会の研究委嘱を受け、「自ら健康作りをする子の育成」を目指し、運動

の大切さや睡眠・運動のよりよい生活リズムを中心に健康教育を実践してきたことを評価

していただきました。 

 

                  

＜校長＞ 

 

 

平成２５年１０月２２日（火）  「授業参観」  

  

 本日５限､授業参観がありました。各教室にて担任が各教科や英語活動などの授業を行

いました。大勢の保護者が参観される中、子どもたちは一生懸命に学習に取り組んでいま

した。 

 

            



＜校長＞ 

  

平成２５年１０月１９日（土）  「ソフトミニバレー校内大会」  

 来迎寺小学校体育館「はぐくみ」にて、ＰＴＡ主催「ソフトミニバレー校内大会」が行われま

した。保護者の方は春から練習に取り組んできた成果を試合で発揮されていました。 

 ８チームが参加し、優勝は「こみすけ」、準優勝は「上からえみこ様」、３位は「日立ＭＡＩＫ

Ｉ」、ブービー賞は「ＨＡＳＥ★ＳＨＩＮ」でした。 

 

            

＜校長＞ 

  

平成２５年１０月１８日（金）  ６年生「知立市陸上記録会」  

 知立小学校運動場にて「知立市陸上記録会」が行われました。当日は肌寒い天気となり

ましたが、選手の子たちは９月から始めた練習の成果を発揮し、力一杯がんばっていまし

た。 

 個人では３位が３名、５位が２名、６位が３名という結果でした。 

 

            



＜校長＞ 

 

 

平成２５年１０月１５日（火）  「交通安全功労者表彰」  

 本日午後、安城商工会館にて「平成２５年度交通安全功労者等表彰式」がありました。昨

年度は、愛知県安城警察署長・愛知県交通安全協会安城支部長連盟表彰で「交通安全

功労団体」として表彰されましたが、本年度は交通安全功労者表彰（愛知県警察本部長・

安協会長連盟表彰）で「交通安全優良校」として表彰されました。 

 これは、"学校をあげて安全な通学指導をはじめ、交通安全の活動に一生懸命取り組ん

できたこと"に対する表彰です。受賞できたのも、「来小はぐくみ隊」の方々、保護者や地域

の皆さまのご支援のおかげです。 

 

                  

＜校長＞ 

  

平成２５年１０月１１日（金） 「前期終業式」 ・ １５日（火）「後期始業式」  

 活用品バザーの関係で「前期終業式」が運動場にて、「後期始業式」が体育館「はぐくみ」

で行われました。 

 終業式では、「夜回り先生」こと水谷修先生の連載記事である「明日を求めて・・・ こども

たちへ」から「２つのこころ 善と悪どちらを選ぶ」の話をしました。また、「地域行事にも積

極的に参加してほしい」ことも伝えました。 

 始業式では、３つの話をしました。1つ目は「実りの秋」を楽しんでほしいという話。２つ目

は「家での過ごし方」を見直してほしいという話。そして、３つ目は「交通安全」に関する話を

しました。 

 後期も「あいさつ」や「交通安全」に力を入れていきましょう。 

 



                  

＜校長＞ 

 

 

平成２５年１０月７日（月）～８日（火）  

            「たんぽぽ組 茶臼山合同宿泊学習」  

 １０月７日（月）、茶臼山に向け市役所を出発しました。 

 休暇村茶臼山高原に到着し、昼食後「山登り」をしました。名古屋大学院生にもサポ

ートしていただき、全員頂上まで登ることができました。山頂では自然豊かなすばらし

い景色を見ることができました。 

 

                    

 

 入浴、買い物、夕食後に「自己紹介・レクリエーション」を行いました。みんなしっかり

と自己紹介をすることができました。レクリエーションは来小が担当でした。「１００円獲

得ゲーム」「りんご・へび・ミサイル・校長先生ゲーム」を行ったところ、みんなとても盛り

上がっていました。「星の話」後の「月・星の観察」は、空が曇っていたため、残念なが

らできませんでした。 

 

 



                            

 

 １０月８日（火）、ラジオ体操、朝食後に「萩太郎山の散策」に行きました。リフトに乗っ

て山頂まで登った後、みんなで遊んでから下山しました。山からみえる景色はとてもき

れいでした。 

 

                            

 

 昼食後、休暇村に別れを告げ、無事市役所に到着しました。 

＜校長＞ 
 

  

平成２５年１０月８日（火）  「５年生 稲刈り」  

 ５、６時間目に、５年生は「来田」で育ててきたお米を収穫しました。富田さんとアグリの方

の力をお借りし、「コンバインを使った」稲刈りと「鎌を使った」稲刈りを体験しました。子ども

たちは、コンバインの大きさや値段、そして稲を刈る速さに驚いていました。また、手で稲を

刈ることの大変さを実感していました。 

 

            



＜校長＞ 

  

平成２５年１０月２日（水） 「交通安全パレード」  

 真夏日でとても暑い日となりましたが、来迎寺小学校区交通安全パレードを行いまし

た。代表児童を乗せた市広報車を先頭に、バトン・マーチングバンド、市役所・警察・交

通安全推進協議会・ＰＴＡなどの関係者、５・６年生児童、学校関係者、安全協会広報

車の順に学区をパレードし、「来迎寺小学校区を交通事故のない、安全な町にしましょ

う」と呼びかけました。みんなで交通ルールを守り、交通事故のない来迎寺学区にして

いきたいと思います。 

 

            

 

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年９月３０日（月） 「２・４年生 親子活動」  

 来迎寺小学校体育館「はぐくみ」にて、１・２時間目には２年生、３・４時間目には４年

生の親子活動を行いました。 

 ＰＴＡ学年委員会の方を中心に、２年生、４年生とも親子で「ドッジビー」を行いまし

た。体育館では大歓声があがっていました。 

 

＜校長＞ 
 

  



平成２５年９月２６日（木）～２７日（金）  「６年生 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「法隆寺」。国宝、重要文化財に指定されているものが数多くあり、世界

最古の木造建築、五重塔や金堂、国宝建築の夢殿などの美しさに子どもたちは驚いてい

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や大仏の大きさに驚いてい

ました。奈良公園では、せんべい目当てに追いかけてくる鹿にしりごみする子もいました

が、鹿と遊んでいる子がたくさんいました。また、多くの子が若草山に登り、山から見える景

色を楽しんでいました。 

                 

                         

 京都の旅館「近江屋」に到着。夕食後、歩いて「京都タワー」へ行きました。すばらしい夜

景を展望室から見ることができました。夜景を見ることよりお土産を買うことに夢中という子

も・・・。 

                      
  

 ２７日（金）、修学旅行２日目。肌寒く感じる秋晴れの中、旅館を出発しました。最初の見

学地は、「三十三間堂」。南北に１２５ｍある建築物の美しさ、「千体千手観音像」の整列

美、「二十八部衆」の力強さや気迫に子どもたちは圧倒されていました。 



                      
                         

 次の見学地は、「金閣・鹿苑寺」。青空の中、金色に光る金箔のきらびやかさに「きれい」

「すごい」と歓声があがりました。 

                      
  

 次は、マグカップに絵付け体験を行いました。修学旅行の思い出を字や絵で表現してい

ました。 

                      
                         

 最後の見学地は、「清水寺」。清水の舞台から見える景色のすばらしさに子どもたちは感

動していました。音羽の滝では、３本の滝（学問上達・恋愛成就・延命長寿）から１本の滝を

選び、今年は全員が水を飲むことができました。 

                      
  

 清水寺を後にし、学校に向けて出発。渋滞することなく、予定より早く学校に無事到着す

ることができました。６年生は時間をしっかり守り、楽しく旅することができました。 

＜校長＞  

 

 



平成２５年９月１８日（水） 「１年生自転車安全教室」  

 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。 

 安城警察署交通総務係、安城警察署スクールサポーター、知立市役所安心安全課

防犯交通係、知立市女性交通指導員の方々に来ていただき、正しい自転車の乗り方・

安全な乗り方について指導していただきました。自転車安全点検では、安全なヘルメ

ットのかぶり方やサドルの高さについて、保護者と一緒に学ぶことができました。 

 

＜校長＞ 
 

  

平成２５年９月１７日（火）・１８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。 

 自分たちが母親からどのように生まれてきたのか、スライドや模型などを使った説明

を助産師さんにしていただきました。また、４名の保健師さんにも説明をしていただき、

赤ちゃん人形を使っての「抱っこ体験」をさせていただきました。 

 子どもたちは助産師さんの話を聞いたり、抱っこ体験をしたりする中で、「命の大切

さ」や「生きていることのすばらしさ」を感じていました。 

 

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年９月１３日（金） 「親子除草」  

 悪天候のため延期となっていた「親子除草」を本日早朝より行いました。８月２４日に

子どもたちで除草作業に取り組んだところ、草はかなり減りました。しかし、雨が降りま

た草が伸びてきていました。本日は保護者の皆さんの力もお借りし、校内の草をかな

り取ることができました。蒸し暑い中での草取りとなりましたが、ご協力いただきありが

とうございました。 

 

＜校長＞ 
 

  



平成２５年９月１２日（木） 「学校公開日 デリバリーコンサート事業」  

 本日の学校公開日に合わせ、「教育キャンペーン活動」に取り組みました。本校にお

いては「あいさつ」を中心として、学校・地域・家庭が連携・協力してモラル・マナー向上

を目指していきます。登校時に計画委員会・生活委員会・ＰＴＡ役員・教師による「あい

さつ運動」を行い、啓発用のティッシュを児童に配付しました。また、学校公開日にみ

えた保護者にも啓発活動を行いました。 

 ３時間目にデリバリーコンサート事業として ACO Brass Quintetの皆さんによる「金

管五重奏を楽しむコンサート」が行われました。トランペット、ホルン、トロンボーン、チ

ューバの金管楽器を使ったコンサートでした。会場にいた児童、教職員、保護者は、金

管楽器の美しい音色を十分に楽しんでいました。 

 

 

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年９月８日（日） 「三世代スポーツ大会」  

 来迎寺学区地区コミュニティー推進協議会主催、牛田町、八橋町、来迎寺町協賛の

「三世代スポーツ大会」が行われました。時折雨が降る天候でしたが、運動場ではソフ

トボールが、体育館ではフロアカーリングが行われました。フロアカーリングに三世代

でなかよく楽しく取り組む姿も見られました。 

 

             ＜フロアカーリング＞      ＜ソフトボール＞ 

      優勝      牛田町山チーム          八橋 B 

     準優勝      牛田町防災 A            牛田 B 

      ３位       牛田町髙根             八橋 C 

 

 

＜校長＞ 
 

  

平成２５年９月７日（土） 「来小テント村 おやじの会 イベント」  

 ８月２４日に予定されていた「来小テント村」の中止のため実施できなかったおやじの
 



会主催「イベント」を、本日午後来小運動場にて行いました。 

 「かき氷」「水風船つり」「ペットボトルロケット」などの催しがあり、会場には大勢の児

童が集まりました。特に、遠くまで飛ぶ「ペットボトルロケット」に歓声が上がっていまし

た。 

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年９月２日（月） 「避難訓練」  

 放課における有事に備え、今回も子どもたちに実施時間を知らせず、地震速報を使

った避難訓練を行いました。 

 避難後、救助班による行方不明者の救助活動や少年少女消防クラブ員（６年生３

名）による水消火器訓練を行い、その後、消防署の方からご指導いただきました。 

 「南海トラフ地震」での知立市被害想定として「最大震度が７、建物倒壊は４千棟、死

者は２百人」と県が発表しています。ぜひ、ご家庭でも"物が倒れてこないようになって

いるかのチェック"や"何か災害があったときに家族が集まる場所の確認"をお願いし

ます。 

 

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年８月２４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１４回知立よいとこ祭り」に参加し、

知立駅前中央通りで踊りを披露しました。 

 この日は朝から雨が降り、「親子除草」は延期に、「来小テント村」は中止になりまし

たが、幸いにも雨に降られることなく、総勢６０名を超える子どもたちは、「よさこいソー

ラン」「前略、道の上より」を元気よく踊ることができました 

 

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年７月２５日（木） 「知立市小学校水泳記録会」  



 知立西小学校のプールにて、知立市小学校水泳記録会が行わ

れました。 

 来迎寺小学校の５，６年生は今までの強化練習の成果を発揮

し、素晴らしい成績を修めました。 

 個人優勝が５名、２位が３名、３位が１名、４位が１名、５位が６

名、６位が２名でした。また、６年女子２００ｍリレーが優勝、６年男

子２００ｍリレーが３位、５年男子１００ｍリレーが４位でした。 

 男子２５ｍ平泳ぎでは、服部駿希さんが１９秒４で泳ぎ、平成２０

年の記録１９秒８を見事更新し、新記録を出しました。                  
 

 

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年７月１９日（金） 「いよいよ夏休みが始まります」  

  今年の夏休みは、子どもにとって４４日間の休みとなります。７月に入り猛暑が続

き、 

 体調を崩す子もいました。今後も猛暑が予想されるので、熱中症には十分気をつけ

て 

 いただきたいと思います。熱中症対策としては、十分な水分・塩分の補給や休息が 

 大切です。ご家庭においても子どもたちの健康管理に十分ご配慮をお願いします。 

  本日行われた全校集会で、 「夏休みに心がけてほしいこと」 として、３つのことを

話し 

 ました。 

  １つ目は、 「しっかり遊ぼう」 です。暑い時間は避け、外で遊んだり、スポーツした

り 

 してほしいと思います。太陽の下、体を動かすことは体や心の健康を保つためには 

 大切なことです。 

  ２つ目は、 「家の手伝いをしよう」 です。家の掃除や花の水やりなど、夏休みを通

して 

 家の仕事に取り組んでほしいと思います。 

  ３つ目は、 「勉強に力を入れよう」 です。ぜひ、４月からの勉強をもう一度復習して 

 ほしいと思います。長い休みだからこそ読書や漢字・計算練習などにも時間がとれる

と 

 思います。 

  夏休み中も交通事故や水の事故に巻き込まれないよう、ご家庭において安全面に 

 ついてもご配慮いただきたいと思います。 

 

 



                  

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年７月１０日（水） 「ＰＴＡ 心肺蘇生法講習会」  

 体育館にてＰＴＡ環境保健委員会による「心肺蘇生法講習会」を行いました。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の水泳監視当番」に 

向け、「ＡＥＤの使い方」や「人工呼吸法」について教えていただきました。暑い中での 

講習会でしたが、ＰＴＡ役員のみなさんは、真剣に取り組んでみえました。 

 

            

 

＜校長＞ 
 

  

平成２５年７月９日（火）  

   「夢をはぐくむ あいち・モノづくり体験事業（５年生陶芸体験）」  

 「夢をはぐくむ あいち・モノづくり体験事業」は、愛知県教育委員会のキャリア教育

推進事業です。５年生は「モノづくりの達人から技と生き方を学ぼう」をテーマに、陶芸

体験を 
 



しました。なかなか器の成形は難しく、子どもたちは悪戦苦闘していました。 

 

            

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年７月８日（月） 「七夕・夏祭り集会」  

 体育館にて七夕の由来を知り、七夕に親しむために「七夕・夏祭り集会」を行いまし

た。事前に各学級で読んだ文をスライドでつなげた「七夕物語」をみんなで聞きました。

「七夕クイズ」を行ったあと、学級ごとに「学級の願い事」を発表しました。 

 最後に、みんなで「じゃんけんボールゲーム」に取り組み、楽しい時間を過ごしまし

た。 

 

     

  

 

＜校長＞ 
 

  



平成２５年７月５日（金） 「親子観賞会１～３年」  

 １～3年生の「親子鑑賞会」として、人形劇団「むすび座」による人形劇「ピノキオ」を 

パティオ池鯉鮒で鑑賞しました。人形がまるで生きているように見え、人形劇だけでな

く、歌、芝居、音楽もあり、とても迫力ある劇でした。 

 子どもたちから、「あっという間に終わってしまい、もっと見たかった」「おじいさんが最

後に助かって本当によかった」という声があがっていました。 

 子どもたちは、今日の人形劇でのピノキオを見て、「家族を大切にする心」や「正しく 

生きることの大切さ」を学んだことと思います。 

 

            

 

            

 

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年７月１日（月）～３日（水） 「５年生山の学習」  

 ５年生は長野県伊那市にある知立市野外センターで山の学習を行いました。 

 １日目の夜は、「カレーライス」を作りました。練習の成果も出て、どの班も時間より早

く「いただきます」ができました。「キャンプファイヤー」では、今年は 山の女神 が 

登場しました。「協力」「努力」「思いやり」「感謝」の４つの火を囲んで、ゲーム、スタン

ツ、フォークダンス、火の舞などを行い、学年の輪を広げることができました。 

 

 



     

  

 

 ２日目の午前に「ネイチャービンゴ」を、午後に「川遊び・ますつかみ」をしました。川

はやや水量が多く、水が冷たかったにもかかわらず、子どもたちは川遊びを楽しんで

いました。また、つかんだ「ます」を焼いていただき、大自然の中でおいしくいただきま

した。 

 夜は「きもだめし」を行いました。先生の怖い話に半泣きの子もいました。お化け役の

子が工夫を凝らし、きもだめしは大成功でした。 

 

     

  

 

 ３日目はあいにくの雨となりましたが、多目的ホールで行った「ネイチャークラフト」で

は、自然の枝、葉、実などを使って額を作りました。個性あふれる力作が完成しまし

た。 

 



                    

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年６月３０日（日） 「知立市子ども会ドッジボール大会」  

 知立市子ども会育成連絡協議会主催のドッジボール大会が福祉体育館で行われ 

ました。 

 今年は「おやじの会」のお父さんたちの力を借りて、来小の子どもたちはドッジボール

の練習に取り組んできました。子ども会の役員の方や保護者の声援を受ける中、男子

チームの「スネーク」は決勝トーナメントに進出し、女子チーム「ローズマリー」は見事４

位になりました。 

 

            

 

＜校長＞ 
 

  

平成２５年６月２８日（金） 「１・３年生親子活動」  

 １年生（１，２時間目）と３年生（３，４時間目）の親子活動が体育館にて行われまし

た。 

 １年生は、「風船リレー」「新聞紙ジャンケン」に取り組みました。子どもたちは久しぶ
 



りに保護者に抱っこやおんぶをしてもらい、とてもうれしそうでした。 

 ３年生は、「新聞破かないで競争」「ボール運び競争」「新聞ジャンケン」に取り組みま

した。親子ペアで活動し、一段と親子の絆が深まりました。 

 

            

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年６月２７日（木） 「４年生 クリーンセンター見学」  

 ４年生は午前中クリーンセンターの見学に行きました。施設の方からのお話を聞いた 

あと、施設内の見学をしました。「施設がきれいである」「施設がにおわない」「施設が 

すごく大きい」「クレーンが大きい」など驚きの連続でした。 

 「分別をきちんとしないと、機械が壊れることがある」というお話を聞き、分別の大切さ

を学びました。 

 

            

 

＜校長＞ 
 

  

平成２５年６月２６日（水） 「第１回学校保健委員会」  



 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。今回はあ

いち健康プラザの出前講座ということで、あいち健康プラザ 健康開発部 健康教育課

主査 石川裕哲氏を講師としてお招きし、「楽しく体を動かそう ～健やかな 睡眠のた

めに～」というテーマで、講話と実技指導をしていただきました。 

 まず、元気であるための３原則は「しっかり食べる」「しっかり体を動かす」「しっかり眠

る」であることを教えていただきました。また、「運動」については、小学生の時期は、い

ろいろな運動をすることが望ましいことや一日６０分以上運動をすることが大切である

ことを教えてもらいました。「睡眠」について成長のためには、１０時までに寝ることが

大切であることや寝るためには準備が必要であることを教えてもらいました。 

 最後に、「エンジョイ エキササイズ」として、みんなで楽しく体を動かす体験をするこ

とができました。 

 

            

 

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年６月２３日（日） 「紙飛行機大会」  

 体育館にて、おやじの会主催「紙飛行機大会」が来迎寺小体育館にて行われまし

た。 

今年も飛行距離で競う子どもたちによる「個人戦」と親子ペアの「チーム戦」が行われ 

ました。豪華賞品を目指し、大人も子どもも真剣な表情で紙飛行機を飛ばしていまし

た。 

 

 



            

＜校長＞ 
 

  

平成２５年６月２２日（土） 「知立市少年の主張大会」  

 知立市文化会館 花しょうぶホールにて「第 30回 知立市少年の主張大会」が行わ

れ 

ました。来迎寺小学校からは６年の三浦龍斗君が代表として「地震に備える」という題

で発表をしました。「緊急地震速報」が出た４月の体験から、もう一度地震に対する対

策を見直し、備えを万全にしていこうという強い決意が発表の中に込められていまし

た。 

 

            

 

＜校長＞ 
 

  

平成２５年６月２１日（金） 「親子観賞会（４～６年）」  

 来迎寺小学校にて、「知立市内幼保育園小中学校巡回事業」として「伊藤キムのダ

ンスジャック＆ワークショップ」が行われました。   



 キムさんは、給食の時間に「ダンスジャック」として４～６年の教室を駆け巡り、パフォ

ーマンスを披露しました。教室は子どもたちの「驚き」と「喜び」の声であふれていまし

た。  

 また、体育館にて体を使って遊ぶ「ワークショップ」に取り組みました。子どもたちはキ

ムさんのまねをしたり、体を使って「らいこうじ」の文字を表現したりし、ダンスの楽しさ

を味わうことができました。（6月 22日付 中日新聞に掲載）  

 

            

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年６月１７日（月）・１８日（火） 「たんぽぽ学級 夏の合宿」  

 たんぽぽ組は、刈谷市の洲原ロッジで「夏の合宿」を行いました。 

 １日目の午後は洲原プールで遊び、夕食としてカレーライスとサラダをみんなで作り 

ました。夜にはファイヤー場で花火もしました。 

 

            

 

 

 ２日目は朝食としてごはん、卵料理、みそ汁を作りました。朝から大変蒸し暑い天気

と 

なりましたが、午前中子どもたちは「岩が池公園」の遊具で元気よく遊び、午後からは

乗り物で楽しみました。この２日間で、バスや電車の乗り方や施設の利用の仕方をしっ

 



かりと学ぶことができました。 

 

            

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年６月１５日（土）  

       「市ＰＴＡ連絡協議会レクリエーション大会」優勝  

 市内各小中学校のＰＴＡが知立市福祉体育館アリーナに会し、レクリエーション大会

が行われました。大変蒸し暑い中でしたが、来小ＰＴＡは練習の成果を発揮し、「気合

い」と「団結力」で見事“総合優勝”を果たしました。 

 ５種目の中で来小ＰＴＡは、「二人三脚」「綱引き」「障害物８００ｍリレー」で優勝、「紅

白玉入れ」で準優勝と圧倒的な強さを見せました。 

 

        

          ①二人三脚                  ②ドリブル競争 

 

 



         

          ③綱引き                    ④紅白玉入れ 

 

         

          ⑤障害物リレー                 総合優勝  

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年６月１１日（火） 「３年生自転車乗り方教室」  

 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・３年学年委員のみなさんの指導

を 

受けながら、３年生の児童は自転車の乗車技術を向上させるためがんばって取り組

み 

ました。 

 ご家庭においても日頃より安全のために、自転車の整備に心がけていただきたいと 

思います。 

 

 



            

＜校長＞ 
 

  

平成２５年６月１０日（月） 「ＦＭラジオ番組 生出演！！」  

 ピッチＦＭのラジオ番組「小学生ほっと！リポート」の取材があり、12：45から 10分ほ

ど生放送されました。出演した児童代表の３名は、「自分の好きな本」について紹介し

ました。また、保田先生は今朝も行われた「読み聞かせ」のことや児童の「図書室利用

の様子」について話しました。全校の児童は、校内放送にて出演者の話を聞くことがで

きました。 

 

            

 

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年６月７日（金） 「学校公開日・福祉実践教室」  



 今日は、今年初めての「学校公開日」でした。４～６年生は、午前中「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

「高齢者疑似体験」に取り組みました。また、午後からは、５年生の「山の学習説明会」も行

われました。一日を通し大勢の保護者に来校していただきました。ありがとうございました。 

 

            

 

             

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年６月４日（火）・５日（水） 「体力テスト」  

 運動場と体育館を使って、「体力テスト」を行いました。１～３年生は、５０ｍ走・立ち幅 

跳び・ソフトボール投げ、４年生は、さらに長座体前屈・反復横跳び、５，６年生は、さらに握

力・上体起こし・シャトルランに取り組みました。 

 本年度は火曜日、金曜日の朝の活動の時間を体力づくりに充て、児童の体力増進に力

を入れています。子どもたちが体力テストで自分の力を発揮してほしいと思っています。 

 



            

＜校長＞ 
 

  

平成２５年６月３日（月） 「歯の集会」  

 児童保健委員会の児童が中心となり「歯の集会」を体育館で行いました。「楽しく歯を磨こ

う！」をテーマに歯の磨き方を学んだ後、ビデオ映像に合わせて歯ブラシを使った練習を

行いました。養護教諭佐宗先生から「口の中にいる菌」について話があり、学校歯科医竹

内先生から「虫歯と食生活の関連」についてお話ししていただきました。 

 

            

＜校長＞ 
 

  

平成２５年６月１日（土） 「コミュニティのつどい」  

 体育館にて「コミュニティのつどい」が盛大に開催されました。開会式のアトラクション
 



として来迎寺小学校マーチング・バトン部の演奏が行われました。その後、「お茶会」と

第１部として「３Ｂ体操」「竜北中和太鼓部」「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」が行われました。３町より小学生も含め２６組の参加があり

ました。 

 

            

 

                    

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年５月２５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。大勢の来賓、保護者、地域の

方々にお越しいただく中で、運動会を行うことができました。 

 子どもたちは、一生懸命友だちと力を合わせ、出場した種目や演技にがんばることが 

できました。また、１，２年の"玉入れ"、３，４年の"玉送り"、５，６年の"綱引き"では保護者

の方に、「ふれあいジャンケン・ジェンカ」では、来賓、保護者、地域の方にも参加して 

いただきました。暑い中でしたが、最後まで子どもたちを応援していただきありがとうござい

ました。 

 



            

 

            

＜校長＞ 
 

  

平成２５年５月２３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  

 "近隣市で包丁を持って立てこもりをしている者がいる"という設定で、「学校安全緊

急情報共有化広域ネットワーク」活用訓練を行いました。「防犯教室」では、生活委員

会の子どもたちが中心となって「防犯に関する紙芝居」「安全や防犯に関するクイズ」

を行い 

ました。 

 危機回避の合い言葉である「つ・み・き・お・に」について、「ついていかない みんな

といっしょ きちんと知らせる おおごえで助けをよぶ にげる」の確認をみんなでしまし

た。 

 

 



            

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年５月１７日（金） ５年生「田植え」  

 本日の午前中、５年生は田植えを行いました。全員で昔ながらの手植えを体験した後、

富田さんによる田植機での田植えを見学しました。苗が植わっていく早さの違いに子ども

たちは驚いていました。 

 

            

＜校長＞ 
 

  

平成２５年５月１４日（火） ５年生「代掻き」  

 午前中、５年生は代掻きを行いました。自分たちが持ってきた道具を使っての代掻き 

体験をした後、富田さんによるトラクターでの代掻きを見学しました。人の力だけで代

掻きしても、なかなかトラクターのように田んぼを平らにすることはできませんでした。 

 

 



            

＜校長＞ 
 

  

平成２５年５月８日（水） ５年生「田おこし」  

 午前中、５年生は田おこしを行いました。スコップを使っての田おこし体験は、とても

体力を使いました。その後、富田さんによるトラクターでの田おこしを見学しました。昔

の人の苦労を経験することができました。 

 

            

 

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年５月９日（木） 「たんぽぽ組 かきつばた茶会」  



 たんぽぽ組は「かきつばた」が咲き誇る無量寿寺に出かけました。いつもお茶のご指導を

いただいている森先生主催のお茶会に参加しました。 日頃の練習の成果を発揮し、 

おいしく抹茶をいただきました。 

 お茶をいただいた後、たんぽぽ組の子どもたちは、無量寿寺のかきつばたを写真に 

撮るなどして堪能しました。 

 

            

 

 

 保健室横にある来迎寺小学校のかきつばた園にも、地域の方からいただいた「かきつば

た」が見事に咲いています。 

 

       

＜校長＞ 
 

  

平成２５年５月９日（木） 交通事故無事故記録「３００日達成」  

 昨年度より取り組んでいる交通事故無事故記録ですが、３００日を達成しました。 

 これからもこの記録が伸び続けるよう、みんなで交通安全に心がけていきたいと思

います。 
 



                  

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年５月２日（木） 「避難訓練（引き渡し訓練）」  

 東海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元へ児童を引き 

渡すことができるよう「引き渡し訓練」を行いました。 

 今回の訓練は、「来小はぐくみ隊総会」の後に行われたため、はぐくみ隊の方たちに 

訓練の様子を見ていただきました。 

 

            

＜校長＞ 
 

  

平成２５年５月２日（木） 「来小はぐくみ隊総会」  

 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。 

 最初に平成２３・２４年度会長の林曻様、平成２５・２６年度会長の岡田伊蔵様よりあ

いさつがありました。校長あいさつの後、「来小はぐくみ隊」の主な活動についての報
 



告が 

あり、大矢交通指導員から交通事故等について具体的なお話がありました。 

 来小はぐくみ隊の方々には、日頃より子どもたちの登下校の様子を見ていただいた

り、地域において見守りをしたりしていただき、本当にありがとうございます。 

 

            

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年４月２５日（木） 「避難訓練」  

 学校における火災発生に備え、避難訓練を行いました。 

 今回の出火場所は、「家庭科室」 「理科室」 「職員室」のいずれかという設定で訓練を 

行いました。本日は「職員室から出火」という設定で訓練を行いました。今年も火災対策 

として点検も兼ね、「防火用扉」をすべて閉める訓練も行いました。 

 今後も 「地震」 や 「防犯」 も含めた安全教育にも力を入れ、より実践的な避難訓練を 

行っていきます。 

 

            

＜校長＞ 
 

  



平成２５年４月２４日（水） 「新入学児童交通安全教室」  

 悪天候にもかかわらず、新入学児童交通安全教室に多くの保護者に参加していた

だきました。また、警察の方や交通指導員さん、市役所安心安全課の方に来ていただ

きました。 

 正しい通行方法や横断方法について、交通指導員さんからお話をしていただいた

後、実地訓練として親子でコースを歩きました。 

 

            

 

＜校長＞ 
 

  

平成２５年４月２３日（火） 「１年生を迎える会」  

 １年生の子たちに学年を超えてたくさんの友だちができ、楽しい学校生活を送ること

ができるように、「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。そして、全校児童で「○×クイズ」

や「ジャンケン列車ゲーム」で楽しみました。その後、６年生から１年生へ、手作りのプ

レゼントを渡しました。楽しい学校生活を送るために、友だちをたくさん作ってほしいと

思います。 

 

            

 

＜校長＞ 
 



 

 

平成２５年４月１９日（金） 

 午後より「授業参観」、「ＰＴＡ総会」を行いました。 

 肌寒い日となりましたが、授業参観には５９９名、ＰＴＡ総会にも大勢の保護者の皆さまに

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、教育目標実現のために進めていく方針についてお話ししました。 

  ○「思考力を高める」授業を展開する。 

  ○学級づくりに力を入れる。 

  ○教職員の資質・能力の向上を図る。 

  ○あいさつのできる子を育てる。 

  ○安心・安全な学校にする。 

  ○体力の向上を図る。 

 

以上「６つの方針」に、今年度力を入れて取り組んでいきます。 

 

            

＜校長＞ 
 

 

 

平成２５年４月１０日（水） 



 １時間目に「離任式」を体育館で行いました。 

 年度末の定期異動により島原洋先生、浅田小恵子先生、野畑美帆先生、山本景子 

先生が退職されました。また、中野尚子先生が知立東小、川畑研先生が八ツ田小、 

池田友代先生、馬場統子先生、久野智代先生が知立小、立木千栄子先生が猿渡小、 

上田伸江さんが知立南小に転出されました。 

 離任者よりあいさつをいただいたあと、児童代表が「お別れのことば」を読み、花束を 

贈呈しました。 

 

            

＜校長＞ 
 

  

平成２５年４月８日（月） 

 「入学式･始業式」を体育館にて行いました。 

新に１１１名の一年生を迎え、全校児童６４７名で、新年度が始まりました。 

 

入学式では、学校生活で大切な３つの「あ」について話をしました。 

１つめの「あ」は、「あいさつ」。元気にあいさつできる子になってほしい。 

２つめの「あ」は、「朝ごはん」。朝ごはんを必ず食べてきましょう。また、「早寝・早起き」にも

心がけてほしい。 

３つめの「あ」は、「あんぜん」。「自分の命は自分で守る」ことを覚えておいてほしい。 

 

教職員全員で、教育効果があがるよう精一杯努めていきます。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＞ 

 


