
  

平成２７年３月２４日（火） 「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、今年度「みかわの子」に載った３年生の安藤

寛斗さんの作文「ふくちゃんとぼくのさん歩」を紹介しました。この作文の内容から竹本ＰＴ

Ａ会長が卒業式で話された「凡事徹底」（誰にでもできることを 誰にでもできないぐらい 

徹底してやること）」の大切さを伝えました。 

 

 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２７年度もよろしくお願いします。 

 

 明日から１２日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６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＞  

 

 4年生の総合的な学習では、「ごみ減量大作戦～みんなのためのエコ活動～」と題し、エ

コキャップ、ベルマーク、古切手の回収を行いました。2週間という短い回収期間でしたが、

エコキャップは約２００００個、ベルマークは約２００００円分集まりました。エコキャップと古

切手は、知立市ボランティア・市民活動センターへ、ベルマークはベルマーク教育財団を通

し、東日本大震災の被災校へ届けました。ご協力、ありがとうございました。 

 

 

           
 



                  

＜４年生＞  

  

平成２７年３月２０日（金） 「卒業式」  

 体育館「はぐくみ」にて、卒業式が挙行され、多くのご来賓や保護者のご臨席をいただき

ました。この日、１０７名の卒業生が来迎寺小学校を巣立っていきました。 

 ４月から中学生になる上で、卒業生に心がけてほしいこととして、「志を高く掲げる」「感謝

の心を忘れない」の２つについて話をしました。 

 

           

＜校長＞  

 

平成２７年３月１２日（木） 「６年生 奉仕作業」  

 ３，４時間目に６年生は、奉仕作業に取り組みました。卒業式を来週に控え、“お世話に

なった来迎寺小学校をきれいにしたい”という思いで、体育館、運動場（側溝）、トイレ、流

し、昇降口などをきれいにしてくれました。ありがとうございました。 

 

           



 

                    

＜校長＞  

 

 

平成２７年３月６日（金） 「６年生を送る会」  

 朝の活動の時間より体育館「はぐくみ」にて、「６年生を送る会」を行いました。日頃から学

校行事、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年生に対し、感謝の

気持ちを込め、５年生が中心となって会を行いました。 

 「みんなで遊ぼう」では、「進化じゃんけん」を行いました。じゃんけんで勝つと卵が進化

（負けると退化）していくというとても楽しいゲームでした。「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。そして、１～５年生から６年生に思い出の歌「Smile Again」とプレ

ゼント（メッセージの書かれた「くすのきの絵」）を贈りました。最後に、６年生から１～５年生

へのメッセージと歌のプレゼントがあり、大変感動的な「６年生を送る会」となりました。 

 

           
 

                   

＜校長＞  



 

 

平成２７年３月４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竹内会長、交通少年団育成会林会長、ＰＴＡ竹本会

長、大矢交通指導員が参加されました。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年生から５年生へ継承しました。 

 いつも通学班の安全に心がけてきた６年生の皆さん、一年間ご苦労様でした。これから

は、５年生の皆さん、よろしくお願いします。 

 

           

＜校長＞  

  

平成２７年３月２日（月） 「クラブゲストティーチャー懇談会」  

 本日、本年度最後のクラブがありました。クラブ終了後、ゲストティーチャーとしてクラブ

（バドミントン、手芸、ゲートボール、大正琴、トールペイント、昔の遊び、絵手紙）の活動を

支えてくださった方々と担当教員との懇談会を行いました。今年度の反省や来年度のこと

について話し合いました。一年間本当にありがとうございました。 

 

           

＜校長＞  

 

 

 



 

平成２７年２月２３日（月） 「感謝の会」  

 １時間目、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」さん、「配膳員」さん、「はぐくみ隊」の方々、「読み

聞かせボランティア」の方々、「図書整備ボランティア」の方々、「おやじの会」の方々です。 

 お世話になった方々の紹介をした後、計画委員が中心となってクイズとゲームで楽しみ

ました。そして、１～５年生の児童代表がお礼の言葉を述べた後、感謝の意を込め、「心の

中にきらめいて」をみんなで歌い、花と手紙のプレゼントをしました。本当に一年間ありがと

うございました。 

 

           

＜校長＞  

  

平成２７年２月２０日（金） 「たんぽぽ組 卒業お祝い茶会」  

 今年も、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、午後よりたんぽぽ組

の子たちは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。 

 子どもたちは日頃の練習の成果を発揮し、参加された保護者やお茶の先生方にお手前

を披露していました。 

 

           

＜校長＞  

  



平成２７年２月１９日（木） 「教育研究会 中間発表」  

 午後から知立市中央公民館講堂にて、「知立市教育表彰並びに教育研究会」がありまし

た。「研究発表会」の全体会において、本校の研究主題である「思考力を育てる授業づくり 

－思考スキルを習得し、活用できる子を目指して－」の取り組みについて、今年度実践し

てきたことを市内の教職員に発表しました。 

 本校は、平成２６年度から２年間、知立市教育委員会より研究委嘱を受けています。２年

間の取り組みの成果を発表する「研究発表会」は、１０月２２日（木）を予定しています。当

日は、授業参観として保護者にも公開予定です。 

 

           

＜校長＞  

 

 

平成２７年２月６日（金） 「６年生 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。「親子ふれあいクラス対抗ミニ運動

会」として、「二人三脚」「ピンポン玉スプーン運び」「ボール運び」を行いました。そして、最

後にクラス写真の撮影を行いました。笑い声や歓声が体育館中に響き渡っていました。 

 

           

＜校長＞  

  

 

 

 



 

平成２７年２月５日（木） 「避難訓練（防犯）」  

 ５時間目に不審者侵入に備えた避難訓練を行いました。今回は、「校内に侵入した不審

者が、突然５年生の教室の中に入ってきた」という設定で訓練を行いました。 

 校内放送で連絡を受けた後、児童は速やかに体育館に移動しました。そして、全員無事

避難した後、生徒指導の先生から防犯に関する話を聞き、５つの約束である「つ・み・き・

お・に」と「いか・の・お・す・し」の確認をしました。 

 

           

＜校長＞  

 

 

 

平成２７年２月４日（水） 「入学説明会・交流会」  

 平成２７年度入学予定児との交流会、保護者への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２７年２月３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。日頃より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

会の方たちや保護者の前で、子どもたちは演技をしました。どの学校もこの学習発表会に

向け練習を積み、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、台詞をしっかり覚え、上手に動作をつけて「忍者学校たんぽ

ぽ」の劇を演じていました。 

 

           

＜校長＞  

  

 

平成２７年２月３日（火） 「節分」  

 たんぽぽ組、１年、２年の教室に、今年も赤鬼と青鬼が現れました。鬼を怖くて見られな

い子もいましたが、「鬼は外、福は内」と言いながら、鬼に向かって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、さらに「福」が訪れることを願っています。 

 

           

＜校長＞  

 

 

 



 

平成２７年１月２８日（水） 「５年 サッカー指導会」  

 昼放課から６時間目にかけて、５，６時間目に５年生のサッカー指導会が運動場で行わ

れました。試合は男女別、クラス対抗のリーグ戦で行われました。 

 とても風が強く、寒い中での試合となりましたが、選手たちはボールめがけて一生懸命走

っていました。また、応援の子たちは、自分たちのクラスに声援を送っていました。 

 結果は、男子：優勝３組、準優勝２組、女子：優勝２組、準優勝３組でした。 

 

           

＜校長＞  

  

平成２７年１月２７日（火） 「６年 租税教室」  

 ５，６時間目に６年の各教室にて、租税教室を行いました。刈谷税務署の方に来ていただ

き、「税金の流れ」や「税金の使われ方」について、お話をしていただきました。また、“もし、

税金がなくなった時、暮らしはどうなるのか”が分かるＤＶＤを視聴しました。６年生は税金

の大切さを学ぶことができました。 

 

           

＜校長＞  

 

 

 

 



 

平成２７年１月２０日（火） 「６年 サッカー指導会」  

 今日の午前中、６年生の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、がんばってボールを追っていました。また、見てい

る子たちは、大きな声で力いっぱい自分の学級を応援していました。 

 結果は、男子：優勝２組 準優勝１組、女子：優勝３組 準優勝１組でした。 

 

           

＜校長＞  

  

平成２７年１月２０日（火） 「２年 ALSOKあんしん教室」  

 今日の午前中、２年生は１学級ずつ警備保障会社 ALSOKによるあんしん教室（授業「安

心して登下校」）を行いました。 

 「自分の身は自分で守る」という心構えを学ぶため、登下校中の様々な危険に対し「いか

のおすし」ということばを覚え、ローリングプレイングで危険の回避方法を学びました。 

   「いか」・・・いかない 

   「の」・・・のらない 

   「お」・・・おおごえをだす 

   「す」・・・すぐにげる 

   「し」・・・しらせる 

 

           

＜校長＞  



 

 

平成２７年１月１６日（金） 「授業参観（一斉道徳）・子育てを語る会」  

 本日の授業参観は、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」を行いました。今

年の講師は、岐阜大学地域科学部教授の近藤真庸先生で、「試して、なるほど！“ぐっすり

睡眠、すっきり目覚め”で、学力がアップする！？」というテーマでお話をされました。 自分

の子どものころの体験談を交えながら、学力アップにつながる勉強方法や睡眠時間の大

切さについて楽しく、分かりやすく話していただきました。 

 ぜひ、勉強の仕方や睡眠について家族で話し合い、家庭において実践してみてほしいと

思います。 

 

           

＜校長＞  

 

 

平成２７年１月１５日（木）～１６日（金） 「書き初め展」  

 １月８日（木）に行われた「書き初め会」で書いた書き初めを、各教室の廊下に展示してい

ます。明日は、「授業参観（一斉道徳）」や「子育てを語る会」があります。その際、子どもた

ちの書き初めをぜひ見ていただきたいと思います。 

 

           

＜校長＞  

 

 



平成２７年１月８日（木） 「書き初め会」  

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

ため、「書き初め会」を各教室で行いました。１、２年生は硬筆、３年生以上は毛筆（３年生：

「大きい力」、４年生：「共に歩む」、５年生：「科学の光」、６年生：「少年大志」）に取り組みま

した。 

 今回はケーブルテレビキャッチの取材があり、「キャッチタイム３０」で放映されます。今日

は地上デジタル１２チャンネル（１８：００～、２０：００～、２２：００～）で、明日はＣＳデジタル

１０６チャンネル（８：００～、１０：００～、１２：００～）で見ることができます。 また、子どもた

ちが書いた書き初めについては、今月の１５日（木）と１６日（金）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。  

 ※１６日については、「授業参観（一斉道徳）」や「子育てを語る会」も予定されています。

ぜひ、ご参観ください。 

 

           

＜校長＞  

 

 

平成２６年１２月１９日（金） 「６年生 邦楽鑑賞会」  

 ３，４時間目に、６年生は音楽室で「邦楽鑑賞会」を行いました。今年も小林先生をはじめ

７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・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、琴・尺八・笙の体験をしました。 

 

               

＜校長＞  

  



 

平成２６年１２月１８日（木） 「保護者のためのスマホ教室」  

 ３，４時間目に、愛知県委託事業として縁エキスパート株式会社の方たちに来ていただ

き、スマートフォンの安心・安全な利用対策として「保護者のためのスマホ教室」を行いまし

た。40名近い参加者があり、会議室とパソコン室の２つの会場を使って行いました。 

 「親がスマホを知ることが子を守る」「フィルタリングの利用は、保護者の責任である」こと

をはじめに教えていただきました。実際にスマホを体験しながらの講義で、スマホに潜む危

険な事例に驚きながら、保護者の方々は真剣に取り組んでいました。 

 

           

＜校長＞  

  

平成２６年１２月１８日（木） 「雪の朝」  

 冬型の気圧配置が強まっている影響で、知立市でも雪が積もりました。 

 すでに登校時に手に雪を持っている子どももいましたが、登校してきた子どもたちは、急

いで運動場に出て、雪合戦や雪だるまづくりに夢中になっていました。 

 

           

＜校長＞  

 

 

 

 



 

平成２６年１２月１６日（火） 「６年 薬物乱用防止教室」  

 ３，４時間目、６年生は体育館にて、愛知エメラルドライオンズクラブによる「薬物乱用防

止教室」を行いました。スライドや劇で、薬物（大麻、覚せい剤、コカイン、ＬＳＤ等）、タバ

コ、お酒などを乱用することの恐ろしさを学びました。 

 ６年生から、「薬物を乱用することは、とても危険なことが分かった。」「薬物乱用により、

脳が小さくなっていて、とても驚いた。」のような感想が出ていました。「薬物乱用は、ダメ 

ゼッタイ！」最後にみんなで声に出し、確認をしました。 

 

          

＜校長＞  

 

 

平成２６年１２月１２日（金） 「４年 起震車体験」  

 ３，４時間目に、４年生は学級ごとに起震車体験を行いました。愛知県所有の地震体験

車「なまず号」で、子どもたちは最大震度７を経験しました。予想以上のゆれに子どもたち

は驚き、「すごくゆれてこわかった。」「本当の地震はもっとすごいと思う。」と話していまし

た。 

 

          

＜校長＞  

 

 

 

 



 

平成２６年１２月９日（火）～１２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、知立市小中学

校作品展に出展した作品が、各学級の廊下に展示されています。また、地域の方々の作

品やクラブ活動（絵手紙、トールペイント、手芸）で制作した作品が、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２６年１２月９日（火） たんぽぽ組「もちつき会・お楽しみ会」  

 市内特別支援学級や特別支援学校に通う児童生徒の交流の場である「もちつき会・お楽

しみ会」が、知立市中央公民館で行われました。今年も、ライオンズクラブやあおみの会の

方たちのご支援を受け、「もちつき」を体験することができました。作っていただいた豚汁と

みんなで丸めたおもちを昼ご飯としていただきました。また、午後からは「お楽しみ会」が行

われ、みんなで歌を歌ったり、ゲームをしたりしました。 

 

               

＜校長＞  

 

 

 



 

平成２６年１２月８日（月） 「５年 人権学習会」  

 ５年生は、３，４時間目に体育館「はぐくみ」にて、人権学習会を行いました。今年も、キャ

ラバン隊グリンティーズの方に来ていただき、「障がい」についてお話していただきました。

前半は、“知的障がいとは”“自閉症とは”について、詳しく教えていただきました。後半は、

体験（①どんなふうに聞こえるの？ ②うまくできないってどんな気持ち？ ③言葉が分か

らないってどんな気持ち？）を通して、対応のためのキーワードを教えていただきました。

子どもたちは、「みんな違って、みんないい」ことを学びました。 

 

          

＜校長＞  

  

平成２６年１２月７日（日）  

      「４校対抗おやじの会キックベースボール大会」  

 午前中、来迎寺小学校運動場で、「知立市内のおやじとその家族、学校関係者との交流

を深める」ことを目的とした「キックベースボール大会」が行われました。大勢の子どもたち

も参加し、とても和気あいあいとした楽しい大会となりました。大会結果は、優勝：知立東

小、準優勝：八ツ田小、３位：来迎寺小、４位：知立小でした。 

 

                  

＜校長＞  

  

 



 

 

平成２６年１２月５日（金） 「マラソン大会」  

 雨のため延期となっていたマラソン大会ですが、今日の午前中、運動場で行われました。

今年も、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。子どもたちは今までの練習

の成果を発揮し、がんばって走っていました。 

 お汁粉については、準備の関係で昨日おいしくいただきました。ＰＴＡ役員・実行、児童活

動支援、研修委員会の皆さま、ありがとうございました。 

 

          
 

                  

＜校長＞  

 

 

平成２６年１２月２日（火） 「５年 親子活動」  

 ５年生は来迎寺小学校体育館「はぐくみ」にて、５，６時間目に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」で米作りをしてきました。今年も米作りでお世

話になった富田さん、アグリの方々をお招きし、親子でこの秋収穫したお米を使ったおはぎ

作りをしました。自分たちで育ててきたお米を味わいながら、楽しい時間を過ごすことがで

きました。 

 おいしくおはぎを食べた後、ピラミッドチャートを使って、「食糧生産の問題点」についての

グループ発表を行いました。 

 



          

＜校長＞  

  

平成２６年１２月１日（月） 「人権集会」  

 １２月４日～１０日が人権週間となります。「思いやりの心」や「かけがえのない命」につい

て考えるため、朝の活動の時間に人権集会を行いました。 

 作家・翻訳家である池田香代子さんの「世界がもし１００人の村だったら４ －子ども編」

から、子どもに関する人権の話をしました。また、人権標語・ポスター・習字の入選者の表

彰を行いました。人権週間には、各学級で人権に関わる道徳の授業、５年生の人権体験

授業（講師：愛知キャラバン隊 西尾グリンティーズ）、そして、啓発活動として人権作品の

展示、図書室における人権に関する本の展示、「いじめ防止標語コンテスト」への応募に取

り組みます。 

                  

＜校長＞  

  

平成２６年１１月２９日（土）・３０日（日） 「知立市小中学校作品展」  

 知立市文化会館で、知立市小中学校作品展が行われました。たんぽぽが「ききゅうにの

って どこまでも」（壁飾り）、１年生が「秋の思い出☆フォトフレーム」（フォトフレーム）、２年

生が「おしゃべり大すき パクパクカード」（ポップアップカード）、３年生が「ペッタン！みつけ

たよ まぼろしのちょうちょ」（蝶の絵）、４年生が「アルミかん ＤＥ エコアート」（アルミ板レ

リーフ）、５年生が「来小動物園へようこそ！～編んで組んでうまれた動物たち～」（ペーパ

ークラフト）、６年生が「雪舟に弟子入り～墨絵に挑戦～」（墨絵）を出展しました。見ごたえ

のある作品ばかりでした。 



 

          
 

          
 

          
 

                

＜校長＞  

  

平成２６年１１月２８日（金）  「コンサートデリバリー 和太鼓ユニット光」  

 来迎寺小学校体育館「はぐくみ」にて、３・４時間目に和太鼓ユニット光（こう）による和太

鼓コンサート＆体験ワークショップがありました。和太鼓や笛等を使って、「浪漫（ろうま

ん）」「さすらい」「祝い唄」「ＤＡＨＡ」「遊楽々（ゆらら）」「巴（ともえ）」「知立よいとこ囃子」の

曲を披露してくれました。とても迫力があり、２人の息がぴったり合ったすばらしい演奏でし

た。 



 「和太鼓にチャレンジ！コーナー」では、代表の子どもたちが和太鼓をたたく体験をするこ

とができました。 

 

          

＜校長＞  

 

 

平成２６年１１月２６日（水） 「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２年生、３・４時間目に４年生の親子

活動を行いました。雨天にもかかわらず、大勢の保護者が来校されました。 

 ＰＴＡ学年委員の方々を中心に、２年生は「ドッジビー」、４年生は「紙飛行機」に取り組み

ました。体育館は親子の歓声が響き渡っていました。 

 

           

＜校長＞  

 

 

平成２６年１１月１５日（土） 「オータムフェスティバル」  

 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会長のあいさつと大正琴クラブによる「さく

らさくら」「翼をください」の演奏がありました。本年度もクラブの時間に地域の先生の指導

を受けてきました。さらに、子どもたちは放課も練習をし、本番ではすばらしい演奏をするこ

とができました。 

 「短時間となり、内容が凝縮された感じです。」「見ごたえのあるオータムフェスティバルで

した。」と、地域の方にお褒めのことばをいただきました。 



 

          
           ＜２年＞                   ＜１年＞ 

 

          
          ＜たんぽぽ＞                 ＜５年＞ 

 

          
         ＜大正琴クラブ＞                ＜４年＞ 

 

          
           ＜３年＞                   ＜６年＞ 

＜校長＞  

 

 

 

 

 



 

 

平成２６年１１月１１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「Great power ～あふれる力～」、２番目に１年生による劇「サ

ラダでげんき ～らいしょうバージョン～」、３番目にたんぽぽ組による劇「忍者学校 たん

ぽぽ」、４番目に５年生による群読「注文の多い料理店」、５番目に４年生による音楽「輝き 

～希望と未来への挑戦～」、６番目に３年生による劇「たろ天 じろ天」、７番目に６年生に

よる劇「少年の日」の発表がありました。 

 今年は研究指定校ということもあり、短期間で練習に取り組んできました。しかし、きれい

な歌声や楽しい演奏の音楽、そして、見所満載の劇など、工夫が多く見られた校内フェス

ティバルでした。 

 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２６年１１月１０日（月） 「連続無事故日数１５０日達成」  

 「無事故記録」連続１５０日を達成しました。 

 これからも、交通ルールを守り、交通安全に心がけ、交通事故にあわないよう取り組んで

いきたいと思います。 

 

                

＜校長＞  

 

 

平成２６年１１月６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、第４１回知立市小中学

校合同音楽会がありました。 

 今年も４年生の中で有志を募り、今日の音楽会に向けがんばって練習してきました。６番

目に出場した４年生は、「今日を生きている」と「ぼくらの未来へ」の２曲を披露しました。い

つもよりもやや緊張気味でしたが、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２６年１１月５日（水） 「シェイクアウト訓練」  

 本日、１０時の同報無線に合わせ、“地震が起きたときに、命を守るための短時間行動を

身につけることを目的”とする「シェイクアウト訓練」を行いました。今回の訓練で、シェイク

アウトの基本行動である「ドロップ（まず低く）」「カバー（頭を守り）」「ホールドオン（動かな

い）」を子どもたちは体験することができました。 

 

                

＜校長＞  

 

 

平成２６年１０月２７日（月） 「児童会認証式」  

 本日、朝の活動の時間に、後期児童会役員の認証式がありました。後期児童会の各委

員長、学級の役員に認証状が渡されました。後期児童会の役員に選ばれた児童の皆さん

は、学校や各学級のためにがんばってほしいと思います。 

 



                  

＜校長＞  

  

平成２６年１０月２５日（土） 「第１６回 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主催の「ソフトミニバレー校内大会」が行われ

ました。今年は体育館の天井工事の関係で例年より練習期間が短く、練習不足のためチ

ームワークの面でやや不安はありましたが、大会はとても盛り上がり、すばらしい試合が

続きました。 

 今年は８チームが参加し、優勝は「ハッセー アラタ」、準優勝は「マダム恵美子」、３位は

「ＹＯＫＯＭＯ」、ブービー賞は「（株）てしけん」でした。 

 

          
 

                

＜校長＞  

 

 

 

 



 

平成２６年１０月２１日（火） 「授業参観」  

 本日の５時間目に授業参観が行われました。現在、研究主題として取り組んでいる“思考

力を育てる”ために、Ｘチャート、イメージマップ、くらげチャート、くま手チャート、マトリクス、

座標軸などの思考ツールを使って授業を行いました。 

 

          

＜校長＞  

  

平成２６年１０月１８日（土） 「活用品バザー」  

 本日の午前、交通安全推進協議会の事業として、体育館「はぐくみ」にて活用品バザーを

行いました。７月からＰＴＡ、来迎寺・八橋保育園保護者会役員の協力を得て、収集、搬

入、陳列、値段付け等の準備を進めてきました。バザー当日は、学区内外より大勢の方々

に来ていただき、大盛況となりました。 

 今年も恒例の「おやじの会」によるゲームを行いました。また、たんぽぽ組は、作品販売

を行いました。 

 

          
 

                



＜校長＞  

  

平成２６年１０月１６日（木） 「６年生 知立市陸上記録会」  

 本日の午後、秋晴れの中、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。出場した選手たちは、９月から取り組んできた練習の成果を発揮し、力の限りがんばっ

ていました。 

 個人では優勝が１名、３位が５名、４位が１名、５位が２名、６位が２名、団体では４０００

ｍＲで女子が２位、男子が４位という結果でした。 

 

          

＜校長＞  

 

 

平成２６年１０月１５日（水） 「５年生 稲刈り」  

 本日の午後、５年生は「来田」で育ててきたお米の収穫を行いました。今まで米作りを指

導していただいてきた地域に住む富田さんとアグリの方の力をお借りし、無事稲刈りをする

ことができました。収穫し終わった子どもたちの顔は、喜びに満ちていました。 

 

          
 



                

＜校長＞  

  

平成２６年１０月１５日（水）  

    「パティオ巡回事業 若手落語家と太神楽曲芸（４～６年）」  

 本日の午前、体育館「はぐくみ」にて、６代目三遊亭円楽の総領弟子である三遊亭楽生

氏による落語と翁家勝之助の弟子で、両親、妹も芸人という翁家勝丸氏の太神楽曲芸を

見ました。テレビ画面でなく、生で落語や太神楽曲芸を見るのが初めてという子が多く、子

どもたちは身を乗り出して芸を見ていました。 

 

          
 

                

＜校長＞  

  

 

 

 



平成２６年１０月１０日（金） 「前期終業式」 ・１４日（火） 「後期終業式」  

 「前期終業式」「後期始業式」を体育館「はぐくみ」で行いました。 

 終業式では、「体育の日」にちなんで、運動に関する話をしました。調査結果から、“運動

する時間が長い子ほど、体力テストの結果がよい”ことや“人間の体にある約６５０の筋肉

は、運動すると太く強くなり、使わないと細くなる”ことを伝えました。また、水泳記録会等の

表彰を行いました。 

 始業式では、自然災害について、「地震」には今後も十分注意を払う必要があるが、これ

からの時代は猛烈な勢力の「台風」にも備えをしていく必要があることを話しました。さら

に、人間の記憶をつかさどる「海馬」について、「海馬」を大きくするためには、睡眠をたくさ

んとることが必要であり、さらに、記憶を定着するためには、何度も人に話す（アウトプット

する）ことが有効であることを伝えました。 

 

          

＜校長＞  

 

平成２６年１０月７日（火） 「６年生 戦争体験を聞く会」  

 ４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。 

 今年で３年目となりましたが、牛田町の植田健吾さんに来ていただきました。昭和２０年

前後（約７０年前）に、実際に植田さんがこの地域で経験された「戦争の話」をしてください

ました。「手伝い」「衣食住」「学校での様子」「病気」「遊び」「戦争の悲惨さ」などについて、

詳しく話していただきました。 

 戦争についての話を聞いた後、「私は戦争を２度と起こしてはいけないと強く思いました」

「戦争はしてはだめだと改めて思いました。オータムフェスティバルでは、戦争をテーマにし

たものを演じるので、今日のお話を生かしていきたいと思います」という感想を書いた子も

多くいました。 

 

        



＜校長＞  

 

 

平成２６年１０月３日（金）  

    「来迎寺学区交通安全推進協議会設立４０周年記念事業」  

 本日、本校体育館「はぐくみ」にて、「来迎寺学区交通安全推進協議会設立４０周年記念

事業」として、式典とアトラクションを行いました。 

 式典では、竹内会長の式辞のあと、交通安全標語やポスターの優秀作品の表彰があり

ました。そして、誓いのことばとして、野村牛田町区長による「交通安全宣言」、砂田交通少

年団長による「交通安全憲章」、来迎寺・八橋保育園年長児による「３本指のお約束」を行

いました。 

 大勢の来賓の方がみえましたが、林市長様、永田市議会議長様、柴田県議会議員様、

石田安城警察署交通課長様より、「励ましのことば」をいただきました。 

 アトラクションでは、来迎寺小学校マーチング・バトン部による「ハピネス」と「夏色」の演技

のあと、愛知県警察音楽隊に演奏や演技を披露していただきました。とても、華麗で楽しい

演奏・演技に、園児や児童は目を見張っていました。 

 今後も交通安全に努め、さらに安心で安全な来迎寺学区にしていきたいと思います。 

 

          
 

          
 

                 

http://www.city.chiryu.ed.jp/raikoujiel/nyusen40.pdf


＜校長＞  

 

 

平成２６年９月１８日（木）～１９日（金）  

            「６年生 修学旅行（奈良・京都）」  

 １８日（木）、修学旅行１日目。さわやかな秋晴れの中、奈良に向けて学校を出発しまし

た。 

 

 最初の見学地は「法隆寺」。国宝や重要文化財に指定されているものの多さに、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」。子どもたちは世界遺産である東大寺の大仏殿や

大仏の迫力に圧倒されていました。奈良公園では、鹿にせんべいをあげたり、鹿と遊んだ

りしている子がたくさんいました。 

          
 

 

 京都の旅館「お花坊」に到着。夕食後、歩いて旅館周辺を散策しました。旅館に戻ってか

ら、絵付け体験を行いました。マグカップや皿などに思い思いの絵を描き、思い出の作品と

なりました。出来上がりの１か月後が楽しみです。 

                  
 

 



 １９日（金）、修学旅行２日目。少し肌寒く感じる朝、旅館を出発しました。最初の見学地

は、「鹿苑寺・金閣」。子どもたちは金色に光る金箔の輝きや見学する人の多さに驚いてい

ました。 

                  
 

 

 次の見学地は、「二条城」。子どもたちは広大な敷地や国宝の二の丸御殿の見ごたえあ

る部屋に感動していました。また、「うぐいす張り」の、踏むとキュッキュッと鳴る廊下を体験

しました。 

                  
 

 

 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。見学後、清水坂でグループごとに最後の買い物をしました。お土産選びに

子どもたちは必死でした。 

                  
 

 

 清水寺を後にし、学校に向けて出発。渋滞することなく、予定どおり学校に無事到着する

ことができました。子どもたち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２６年９月１７日（水） 「ＦＢＣ秋花壇地方審査」  

 本日、ＦＢＣ秋花壇の地方審査がありました。栽培委員会児童、ＰＴＡ環境保健・児童活

動支援委員会、教職員が中心となって花壇の花を育ててきました。 

 ３年生の松井さんが設計し、「ロケットで宇宙飛行」がテーマの花壇です。ロケットで広い

宇宙を飛び回る様子をイメージしてデザインしたものです。ぜひ、保健室横の花壇をゆっく

り見ていただきたいと思います。 

 

                  

＜校長＞  

  

平成２６年９月１６日（火） 「１年生 自転車安全教室」  

 音楽室や教室にて１年生の自転車安全教室を行いました。 

 県警交通安全教育チーム「あゆみ」、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、知立市交通指導員の方々に来ていただきま

した。 

 交通安全講話として「あゆみ」より、“「ヘルシートマト」の約束”を教えていただきました。

「ヘル」とは、ヘルメットのあごひもをきちんと締めること。「シー」とは、シートベルトを車に

乗ったら全員締めること。「ト」とは、飛び出さないこと。特に、「とまる」「みる」「まつ」の３つ

に心がけること。「マ」とは、守ろう信号。「ト」とは、道路で遊ばないことでした。 

 そのあと各教室において、交通指導員さんから安全なヘルメットのかぶり方やサドルの

高さなど自転車に関する知識について教えていただきました。さらに、地域の高齢者の方

から体験談をお話ししていただきました。１年生の子どもたちは、保護者と一緒に自転車の

安全な乗り方について学ぶことができました。 

 

          



 

          

＜校長＞  

  

平成２６年９月１１日（木） 「学校公開日」  

 今日は学校公開日で、大勢の保護者の方が参観にみえました。 

 たんぽぽ組では、「お月見茶会」が開かれました。作ったお月見団子を抹茶でいただき、

みんな笑顔でした。 

 ３年生は、「ブックトーク」を行いました。３年生の子たちは、市役所文化課の方のお話に

聞き入っていました。 

 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。保健師さんの「自分の

親の親の・・・と、１０代さかのぼると、なんと１０２４人の方がいて、誰一人欠けてもあなた

は存在しないことになる。あなたの存在は奇跡なのです。」という話に、「命の大切さ」を感

じていました。また、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。 

 

          
 

          

＜校長＞  

 

 



平成２６年９月２日（火） 「避難訓練」  

 放課に地震が発生したという想定で、今年も子どもたちに実施時間を知らせず、緊急地

震速報を使った避難訓練を行いました。そして、放送機器が使えなくなることを想定し、拡

声器を使用しました。さらに、トランシーバーを使い、行方不明者や負傷者を救出する訓練

も行いました。 

 救助活動後、少年少女消防クラブ員（６年生３名）の子が、夏休み行われた「愛知県消防

学校一日入校」で学んできたことを全校児童の前で発表しました。 

 年間を通すと、子どもたちは学校にいる時間よりも、家庭や地域で過ごす時間の方が長く

なります。ぜひ、ご家庭でも“転倒物がないかのチェック”や“災害があったときの決まり等

の確認”をお願いします。 

 

          
 

          

＜校長＞  

 

 

平成２６年８月２３日（土） 「親子除草」  

 早朝より｢親子除草｣を行いました。途中から雲行きも怪しくなり、雨が降り出したため予

定より早く終了しました。短時間でしたが、とてもきれいになりました。 

 また、ＰＴＡ役員・環境保健委員会・児童活動支援委員会の方たちに、学校のトイレを掃

除していただきました。本当にありがとうございました。 

 午後から３・４年生有志の子どもたちは、「知立よいとこ祭り」に参加する予定でしたが、

雷の鳴る悪天候のため、参加することをやめました。 

 また、夕方から行われる予定であった「来小テント村」も中止しました。昨年度に続いての

中止となり、とても残念でした。 



             

＜校長＞  

 

 

平成２６年７月２９日（火） 「知立市小学校水泳記録会」  

 夏空のもと、知立西小学校のプールにおいて、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、すばらしい成績を修

めました。 

 個人優勝が２名、２位が５名、３位が３名、４位が１名、５位が４名、６位が３名でした。 

また、５年女子１００ｍリレーが優勝、５年男子１００ｍリレーが３位、６年女子２００ｍリレー

が３位、６年男子２００ｍリレーが４位でした。 

                                       

＜校長＞  

 

 

平成２６年７月１８日（金） 「いよいよ夏休みが始まります」  

 明日から４４日間の長い休みになります。すでに梅雨が明けたのではないかと思うぐら

い、暑い日が続いています。これからも猛暑が続くと予想されるので、熱中症には十分気

をつけていただきたいと思います。 

 今日行われた全校集会（体育館天井改修工事のため放送にて実施）では、「夏休みに心

がけてほしいこと」として、３つのことをお話しました。 

 １つ目は、「夏休みにいろいろな体験してほしい」です。夏といえば、水遊び、花火、キャン

プ。さらに、家族で一緒に過ごしたり、旅行したりする機会も増えると思います。ぜひ、夏休

みだからこそできる経験をたくさんして、よい思い出をつくってください。 



 ２つ目は、「健康で安全に過ごしてほしい」です。外出時は水分や休憩を十分に取り、健

康管理に注意を払ってほしいと思います。また、交通安全については、絶対に「とびだし」を

せず、交通ルールをしっかり守ってください。さらに、外出するときは、できるだけ一人きり

にならないように心がけてください。 

 ３つ目は、「生活面、学習面で、自分の目標を立て、取り組んでほしい」です。たとえば、

生活面では、「毎日お手伝いをする」とか「朝は６時３０分に起きる」、学習面では、「４月か

らの勉強を復習する」とか「この夏休みに本を１０冊読む」など、がんばったらできそうな目

標を立て、取り組んでほしいと思います。 

 夏休み中も事故に巻き込まれることのないよう、ご家庭においてご配慮いただきたいと思

います。 

  

               
          ＜ＦＢＣ秋花壇 松井稜太さん作 題：うちゅうひこう＞ 

＜校長＞  

 

 

平成２６年７月１３日（日） 「フラフープダンス ギネス挑戦」  

 知立青年会議所主催イベントの「フラフープダンス」（ギネス世界記録に挑戦する企画）

が、知立東高校の運動場で行われました。これは、音楽に合わせフラフープを回しながら、

２分間間違えずに踊るものです。参加した子どもたちは、今まで学校の放課を使って練習

したり、休日に集まって練習したりしてきました。 

 １回目は、失敗者が参加者の５％未満という規定に満たず、残念ながら未達成。２回目

は、雨が降りしきる中の挑戦となりましたが、６５２名が踊り切り、ギネス世界記録を見事達

成しました。（今までの世界記録は、２０１１年オーストラリアの６３７名） 

 来迎寺小学校からもたくさんの子どもたちが参加していました。 

 

          
 



                

＜校長＞  

 

平成２６年７月８日（火） 「ＰＴＡ 心肺蘇生法講習会」  

 パソコン室にて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

より講師の方に来ていただき、夏休みに行われる「ＰＴＡ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。 

 

          

＜校長＞  

  

平成２６年７月７日（月） 「七夕集会」  

 今年は体育館改修工事のため、放送にて七夕集会を行いました。七夕の由来を知るた

めに、七夕の物語を聞いた後、七夕クイズを行ったり、七夕の歌を歌ったりしました。今年

は願い事を短冊に書き、笹に飾りました。個人懇談会の折、子どもたちの願い事をぜひ見

ていただきたいと思います。 

               



＜校長＞  

  

平成２６年７月２日（水）～４日（金） 「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。 

 学年目標を「ジャンプ」とし、みんなで「挑戦」「協力」「元気」に心がけることを誓いました。

１日目は、開所式の後、カレーライスづくりに取り組みました。夜には、キャンプファイヤー

で、スタンツ、火の舞などを行い、学級や学年の団結を深めることができました。 

 

          
 

 ２日目は、午前にネイチャーゲームを、午後に川遊びやマスつかみをしました。 

 川の水がとても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、自分でつかんだマスをおいしくいただきました。夜は雨のため、きもだめしが中止とな

り、全員テントから管理棟に移り、一晩を過ごしました。 

 

          
 

 ３日目は、閉所式のあと、野外センターを出発し、農園でブルーベリー狩りを行いました。

昼食後にもかかわらず、たくさんのブルーベリーを口に入れている子もいました。 

 

               

＜校長＞  



 

 

平成２６年６月２５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」を会議室にて行いました。今回は保健委

員の１２名の児童も参加しました。今回のテーマは、「早おき・早ねですっきりん♪ メディア

へらしてぐっすりん♪ ～じゅうぶんな睡眠のために、今日からできることを考えよう～」で、

「よりよい睡眠のための改善策」について、グループ討議を行いました。 

 最後に、学校歯科医の竹内先生からは、「朝の目覚めをすっきりさせるために、きちんと

朝ごはんを食べることの大切さ」を、学校内科医の水野先生からは、「睡眠が脳の成長を

育てたり、寿命に影響したりすること」を教えていただきました。 

 

          
 

          

＜校長＞  

 

 

平成２６年６月２３日（月） 「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

役所安心安全課、ＰＴＡ児童活動支援委員、３年学年委員の皆さんに、正しい自転車の乗

り方やヘルメットのかぶり方などを教えていただきました。 

 自転車のタイヤの空気が不足している自転車がたくさんありました。日頃からご家庭にお

いて、交通安全指導とともに、自転車の整備や点検にも心がけていただきたいと思いま

す。 

 



          

＜校長＞  

  

平成２６年６月２１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３１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年の村山大介さんが代表として「原子力にたよらない未来の

ために」という題で発表をしました。「東日本大震災」をきっかけに、原子力発電の危険性を

知り、限られた資源を大切にするために、自分でできることを実践していきたいという決意

が発表の中に込められていました。 

 

          

＜校長＞  

 

 

平成２６年６月１６日（月）～１７日（火） 「たんぽぽ学級 夏の合宿」  

 たんぽぽ組は、刈谷市洲原公園の洲原ロッジで「夏の合宿」を行いました。 

 １日目は、牛田駅から知立駅まで電車に乗り、知立駅から洲原公園口までバスに乗って

いきました。モスバーガーでハンバーガーを食べてから、午後から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。夜には家族に電話をし、一日ので

きことを話しました。 

 



          
 

 

 ２日目は、朝食としてごはん、卵料理、みそ汁を作りました。洲原ロッジをあとにし、刈谷

市公共バスでハイウェイオアシスに向かいました。子どもたちは「岩が池公園」の遊具で元

気よく遊んだあと、レストランで昼食をとりました。午後からは乗り物で楽しみ、バスと電車

で牛田駅まで帰ってきました。この２日間で、乗り物の乗り方や施設の利用の仕方を学ぶ

ことができました。 

 

          

＜校長＞  

 

 

平成２６年６月７日（土）   「市ＰＴＡ連絡協議会レクリエーション大会」  

 午前中、市福祉体育館にて知立市小中学校ＰＴＡ連絡協議会主催の「レクリエーション大

会」が行われました。大会では、「二人三脚」「ドリブル競争」「綱引き」「紅白玉入れ」「障害

物８００ｍリレー」の５種目が行われ、来迎寺小学校は６位でした。みんなで応援し、ＰＴＡ

の団結を深めることができました。 

 

          

＜校長＞  



  

 

平成２６年６月６日（金） 「学校公開日・福祉実践教室」  

 今年度最初の「学校公開日」でした。梅雨に入ったにもかかわらず、とてもよい天気に恵

まれました。午前中、４～６年生は「福祉実践教室」を行いました。４年生は「車いす・点字・

要約筆記」、５年生は「視覚障がいガイドヘルプ・手話」、６年生は「高齢者疑似体験」に取

り組みました。開講式の中で、「福祉とは、“ふ”だんの “く”らしの “し”あわせと覚えてほ

しい。」というお話がありました。障がいのある方のお話を聞いたり、体験したりした経験を

生かし、今後の行動につなげてほしいと思います。 

 一日を通し大勢の保護者の皆様に来校していただきました。大変ありがとうございまし

た。 

 

          
 

          

＜校長＞  

 

 

 

平成２６年６月２日（月）  

     「来迎寺学区交通安全推進協議会４０周年記念事業」  

 「来迎寺学区交通安全推進協議会４０周年記念事業」の一環として、航空写真と集合写

真の撮影を運動場にて行いました。航空写真では、みんなカラーエプロンをつけ、セスナ

機からの撮影に備えました。また、集合写真では、児童、来迎寺・八橋保育園年長児、職

員に加え、「すっきりん」や「ぐっすりん」も参加しました。 

 



          

＜校長＞  

  

平成２６年６月２日（月） 「歯の集会」  

 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。歯の模型を使っ

て、正しい歯の磨き方を説明した後、曲にあわせ歯磨き実践を行いました。学校歯科医竹

内先生から、「スポーツドリンクやお菓子のとり方」や「よくかんで食べることの大切さ」を教

えていただきました。 

 

          

＜校長＞  

  

平成２６年６月１日（日） 「７万人クリーンサンデー」  

 市内一斉に「７万人クリーンサンデー」が行われました。とても暑い日となりましたが、学

校代表の児童は、牛橋公園の集積所でがんばってお手伝いをしました。 

          



＜校長＞  

  

平成２６年５月３１日（土） 「コミュニティのつどい」  

 来迎寺学区地区コミュニティ推進協議会主催の「コミュニティのつどい」が、来迎寺小学校

体育館「はぐくみ」にて行われました。開会行事のアトラクションとして来小マーチング・バト

ン部が演奏を行いました。その後、フロアでは、「お茶会」が、ステージでは「３Ｂ体操」「竜

中和太鼓部（御祖）」「大正琴」「民舞」の発表がありました。午後からは、「カラオケ発表会」

が行われました。来小の子どもたちもたくさん参加していました。 

 

          
 

          

＜校長＞  

  

平成２６年５月３０日（金） ５・６年生「サイバー犯罪防止講話」  

 ５時間目に体育館にて、安城警察生活安全課の方に「サイバー犯罪防止講話」をしてい

ただきました。インターネットやメールを使うときには、「身に覚えのない請求は無視する」

「知らない人からのメールは相手にしない」「ブログなどに書き込む内容は気をつける。世

界中どこから見られているか分からない」などのことを教えていただきました。 

 



          

＜校長＞  

  

平成２６年５月２９日（木） 「親子鑑賞会（１～３年）」  

 知立市内 幼保育園小中学校 巡回事業（１～３年生の親子鑑賞会）として、劇団うりんこ

による「ぼくってヒーロー？」が体育館にて行われました。 

 笑う場面がたくさんあり、とても楽しく、すばらしい劇でした。誰もが“ちょっとした勇気”に

よって自分を変えることができることを、この劇から学ぶことができました。 

 

          

＜校長＞  

  

平成２６年５月２８日（水） 

 「学校安全緊急情報共有化広域ネットワーク」活用訓練  

 “市内に刃物を振り回す事件が発生し、犯人が逃走中である”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。体育館に避難した後、生活委

員会の児童による「防犯教室」を行いました。“自分の命は自分で守る”ことを意識した「防

犯クイズ」を行いました。ご家庭でも、「防犯ブザー」や「ホイッスル」が鳴るかの確認や「こ

ども１１０番の家」の位置の確認をお願いします。 

 



          

＜校長＞  

 

 

平成２６年５月２７日（火） １・３年生「親子活動」  

 体育館「はぐくみ」にて、１年生（１，２時間目）と３年生（３，４時間目）の親子活動が行わ

れました。 

 １年生は、「親子で新聞乗りじゃんけん」「新聞なが～くできるかな？！」「親子でしっぽと

り競争☆」を行いました。新聞を使ったゲームに、親子で楽しんでいました。  

 ３年生は、親子で準備体操をした後、学級対抗で「ドッジビー」を行いました。参加された

お父さんが活躍されていました。 

 

          

＜校長＞  

  

平成２６年５月２６日（月） 「スッキリン」と「グッスリン」  

 「スッキリン」と「グッスリン」は、知立市の養護部会が睡眠指導のために作ったキャラクタ

ーです。写真の着ぐるみは、本校養護教諭の手作りです。すでに、「スッキリン」は、ＰＴＡ総

会や全校朝会で紹介済みですが、「グッスリン」については、６月の全校朝会で紹介予定で

す。子どもたちの「健やかな体の育成」を図るために、「スッキリン」と「グッスリン」は、今後

も活躍する予定です。 

 



                
          ＜スッキリン＞              ＜グッスリン＞ 

＜校長＞  

 

 

平成２６年５月７日（水） 「田おこし」 ・  

      １４日（水） 「代掻き」 ・ ２２日（木） 「田植え」  

 ７日（水）の午後から５年生は「田おこし」を、14日（水）の午前に「代掻き」を、22（木）の午

前に「田植え」を行いました。 

 今年も学区に住んでみえる富田さんのお力をお借りし、5年生は機械を使わない手作業

と田植え機やトラクターなどの機械を使った作業の両方を体験することができました。 

 なかなか機械のようにはいかず、子どもたちは昔の人の苦労を体験することができまし

た。 

 

          
 

          
 



          

＜校長＞  

  

平成２６年５月１７日（土） 「くすのきふれあい運動会」  

 やや風が強い日となりましたが、青空のもと「くすのきふれあい運動会」が行われました。

今年も大勢の来賓、保護者、地域の方に参加していただきました。 

 来小のシンボルである「くすのき」のもと、１，２年の“玉入れ”、３，４年の“台風の目”、５，

６年の“綱引き”、全校種目の“ジャンケン・ジェンカ”など、保護者や地域の方との「ふれあ

い」のある運動会となりました。 

 子どもたちは力いっぱい演技し、練習の成果を十分に発揮していました。 

 最後まで応援していただき、ありがとうございました。 

          
 

          
 

          



＜校長＞  

 

平成２６年５月９日（金） 「たんぽぽ組 かきつばた茶会」  

 たんぽぽ組は、「かきつばた」が美しい無量寿寺に出かけました。いつも学校にてお茶の

指導をして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、茶室にておいしく抹茶をいただくことができました。 

 その後、子どもたちはカメラマンとなって、咲き誇る「かきつばた」を写真に収めていまし

た。 

 

          
 

          

＜校長＞  

 

平成２６年５月２日（金） 「かきつばた」  

 会議室とメイン花壇の間にあるビオトープに、今年もきれいな「かきつばた」の花が咲き始

めました。このかきつばたは、学区の方にいただいたものです。 

 ぜひ、来小の「かきつばた」をＦＢＣの春花壇（テーマ：「めざせ！日本一の富士山花壇」）

と一緒に、富士見台（朝礼台）より見てみてください。 

          



＜校長＞  

  

平成２６年５月１日（木） 「来小はぐくみ隊総会・引き渡し訓練」  

  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。はぐくみ隊の方々に

は、日頃から子どもたちの登下校の様子を見ていただいたり、犯罪に巻き込まれないよう

見守っていただいたりしています。いつもありがとうございます。 

 「来小はぐくみ隊総会」のあと、地震注意情報発表時に安全かつ確実に保護者のもとへ

児童を引き渡しできるよう「引き渡し訓練」を行いました。はぐくみ隊の方たちにも訓練の様

子を見ていただきました。 

 

          

＜校長＞  

 

 

平成２６年４月２４日（木） 「避難訓練」  

 学校における火災発生に備え、安全に避難できるよう「避難訓練」を行いました。 

 今回は出火場所が職員室のため、放送機器が使えないという設定で訓練を行いました。

避難後、消防署の方に消防車による放水訓練を見せていただいたり、水消火器による児

童消火訓練を指導していただいたりしました。また、「災害にあったら、自分で判断し、動け

るように」「命はお金では買えない。大切な命を最優先に考えて」とお話ししていただきまし

た。 

 今年も安心・安全な学校づくりのため、より実践的な訓練を行っていきます。 

 

          



＜校長＞  

  

平成２６年４月２３日（水） 「１年生を迎える会」  

  １年生の子たちが、たくさんの友だちができ、楽しく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年生と一緒に手をつないで入場し、「○×クイズ」や「猛獣狩りゲーム」で楽し

みました。その後、６年生が作成した手作りのプレゼント（メダル）を１年生に渡しました。 

 １年生の子たちが、一日も早く学校に慣れ、「なかよく がんばる やさしい子」になってほ

しいと思っています。 

 

          

＜校長＞  

 

 

平成２６年４月１８日（金） 「授業参観・ＰＴＡ総会」  

 本日、午後より「授業参観」「ＰＴＡ総会」を行いました。 

 授業参観には５８６名、ＰＴＡ総会も大勢の保護者の皆さまに参観していただきました。あ

りがとうございました。 

 ＰＴＡ総会では、教育目標の実現のために、本年度、特に「力を入れていきたいこと」につ

いてお話しました。 

 

○生活科、理科、社会科中心に、「思考力を高める」授業づくりを進めていく。 

○あいさつ運動を推進し、学校外でもあいさつのできる子を育てていく。 

○美しい学校づくりのため、清掃活動に力を入れていく。 

○新たに「朝の放課」を設けたり、「体力づくり」を授業に取り入れたりして、子どもの体力 

  向上を図っていく。 

○キャラクター「スッキリン」「グッスリン」とともに、子どもの「睡眠」についての学習を 

  進めていく。 

○安心・安全な学校づくりのため、防犯・防災において、より実践的な訓練を行っていく。 

  また、安全指導を徹底し、子どもの交通安全への意識を高めていく。 

  



 

       
 

       
                                    ＜スッキリン ＞ 

＜校長＞  

 

 

平成２６年４月１５日（火） 「ＦＢＣ春花壇地方審査」  

  本日、ＦＢＣ春花壇の地方審査がありました。栽培委員会、ＰＴＡ環境保健・児童活動支

援委員会、教職員が中心となって大切に花を育ててきました。 

 ４年生の崎前さんが設計し、「めざせ！日本一の富士山花壇」がテーマの花壇です。金

曜日には、授業参観・ＰＴＡ総会があります。ぜひ、保健室横の花壇を見ていただきたいと

思います。 

  

             

＜校長＞  



  

平成２６年４月１４日（月） 「１年生交通安全教室」  

  汗ばむような陽気の中、１年生の交通安全教室が行われました。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ていただき、正しい通行方法や横断方法につい

て指導していただきました。実地訓練として親子でコースを歩きました。 

 

          

＜校長＞  

 

 

平成２６年４月９日（水） 「離任式」  

 1時間目に体育館にて「離任式」を行いました。 

 今回の教職員異動により、髙木久治先生、加藤善光先生、鈴木久美江先生が退職

されました。また、佐藤ひとみ先生が知立西小学校、真杉茜先生、石井順子先生が知

立小学校、河上恵利先生が岡崎市立上地小学校、竹内直人先生が高浜市立港小学

校、加藤ゆき美先生が高浜市立高取小学校、村上文依先生が刈谷市立かりがね小

学校、石黒夏紀先生が知立南小学校に転出されました。 

 離任者一人ひとりから、あいさつをしていただいたあと、児童代表がお別れのことば

を述べ、花束を贈呈しました。 

 

          

 

＜校長＞  
 

  



平成２６年４月７日（月） 「入学式・始業式」  

  桜が咲く中、体育館にて「入学式・始業式」を行いました。113名の新入生を迎え、649名

の子どもたちとともに、新学期が始まりました。 

 入学式では、ランドセルに入れてきてほしい「３つのもの」について、次のような話をしまし

た。 

 1つ目は、「元気」。学習用具といっしょに、「今日もがんばるぞ」という心と体の「元気」を

つめて、学校に来てほしい。 

 2つ目は、「夢」。学校でやりたいこと、できるようになりたいこと：「夢」をつめて、学校に来

てほしい。 

 3つ目は、「満足」。学校で「楽しかった」「できるようになった」という「満足」な気持ちをつ

め、家に帰ってほしい。 

 教職員全員で、子どもたちが健やかに成長するよう力を合わせ努めていきます。本年度

も保護者や地域の皆様、ご支援とご協力をお願いします。 

 

          

＜校長＞  

 

平成２６年４月４日（金） 「花 満開」  

 来迎寺小学校にある桜は、今満開です。花見をしながら遊歩道を散策されている方が

多くみえます。入学式・始業式まで、なんとか桜の花がもつといいなと思っています。 

 また、中庭にある花壇では、ＦＢＣ（フラワー・ブラボー・コンクール）で取り組んできた花

が咲き誇っています。 

 いよいよ来週月曜日から、新学期が始まります。体調を万全にし、元気に登校してほし

いと思います。 

          

＜校長＞  

 


