
  平成２８年３月１８日（金）  「卒業式」 

 卒業式を迎えました。６年生の凛々しい姿に、6年間の成長の跡がしっかりと表

れていました。保護者や在校生、職員に加え、多くの来賓の皆さんが卒業式に花

を添えてくださいました。 

 

           

 

           

 

           

     

       

 

＜校長＞ 

平成２８年３月１５日（火）  「卒業式の練習」 

 卒業式のための練習や準備に全校児童と職員が一丸となって励んでいます。送

る者も、送られる者も、新たな旅立ちとなる最高の卒業式になることでしょう。 

      
 



           

 

           

     

       

＜校長＞ 

平成２８年３月１１日（金）  「６年生奉仕作業」 

 ６年間お世話になった学校に感謝を込めて、卒業する６年生が大掃除などの奉

仕作業をしてくれました。一生懸命に作業をする姿を見て、来迎寺小学校で培って

きた心の輝きと巣立っていく者としてたくましさを感じました。 

 

           

 

           

 



 

           

     

       

＜校長＞ 

平成２８年３月１１日（金）  「６年生を送る会」 

 卒業式を１週間後に控えた６年生を送る会が行なわれました。下級生が、これま

で温かくさりげなく見守り、来迎寺小学校を支えるとともに活躍してくれた６年生

に、歌やゲームで心をこめて「ありがとうございました」と感謝を表す会となりまし

た。 

      

           

 

           

     

       

 

＜校長＞ 



平成２８年３月９日（水）  「卒業真近な６年生」 

 卒業式を１０日後に控えた６年生が、卒業式の練習に励んでいます。最後の大

舞台をしっかり自分たちの手で演出しようという思いを感じます。そして、家を早出

して毎朝校門に立ち、下級生の子たちに「おはようございます」と声をかけてくれて

います。 

 

           

 

           

     

       

 

＜校長＞ 

平成２８年３月７日（月）  「今年度最後の読み聞かせ」 

 読み聞かせボランティアの皆さんが、今年度最後の読み聞かせをしてくれまし

た。本校では、この聞かせ活動を「魅力ある学校設計事業」の一つとして行なって

います。子どもたちが楽しみにし、豊かな感性を育ててくれる大切で、有意義な取

り組みとなっています。 

 

 



           

＜校長＞ 

平成２８年３月３日（木）  「新通学班での一斉下校」 

 平成 28年度の通学班が決まり、はじめての一斉下校となりました。４月になると

新１年生１４５名が加わり、にぎやかくなります。交通事故０を更新すべく、しっかり

と班のまとまりを高めていってほしいです。 

 

           

 

           

     

       

 

＜校長＞ 

平成２８年３月２日（水） 「交通安全少年団 団旗継承式」 

 交通安全推進協議会長や交通安全指導員、ＰＴＡ会長に出席いただき、６年生

から５年生への団旗継承が行なわれました。今日現在、交通事故無事故記録 449  



日が継続されていますが、この記録の更新も今後も目指していきたいと思います。 

 

           

     

       

＜校長＞ 

平成２８年３月２日（水） 「平成２８年度第 1回ＰＴＡ常任委員会」 

 平成 28年度の通学班が決まり、はじめての一斉下校となりました。４月になると

新１年生１４５名が加わり、にぎやかくなります。交通事故０を更新すべく、しっかり

と班のまとまりを高めていってほしいです。思います。 

 

           

     

       

 

＜校長＞ 

平成２８年３月２日（水）  「たんぽぽ組 お茶指導会・卒業昼食会」 

 たんぽぽ組は、忙しく、楽しい 1日となりました。午前中はお抹茶の指導を森先

生と種村先生から受けました。６年生にとっては最後の練習となり、これまでの指

導のお礼をしっかりとお二人の先生に伝えました。お昼には、牛田町のレストラン

「そら」さんのご好意で、卒業生を送る昼食会を行なうことができました。中学校に

行ってもこれまでのご好意に対する感謝を忘れないことをしっかりとお伝えしまし

た。 

 



 

           

 

           

     

       

＜校長＞ 

平成２８年２月２６日（金） 「２年生 おもちゃ教室」 

 ２年生の児童が、1年生の児童を招待するおもちゃ教室を開きました。1か月以

上前からみんなで協力し合って計画し、グループで準備をしてきたおもちゃ教室で

した。つくり方や遊び方をわかりやすく説明し、1年生の手をとって楽しんでもらって

いました。いろいろな遊びをして喜んでくれた１年生の顔をみて、苦労のしがいを

感じていました。 

 

           

 

 



           

 

           

     

       

＜校長＞ 

平成２８年２月２６日（金） 「６年生 調理実習」 

 ６年生の調理実習。ピザとケーキを手づくりして、小学校生活最後のお祝いをか

ねて、みんなでおいしくいただきました。お世話になった先生方も招待しました。ま

た一つ、心に残る思い出を作りました。 

 

           

     

       

 

 

 

＜校長＞ 



平成２８年２月２５日（木） 「掃除の時間」 

 掃除の時間、みんなで協力し合って学校をきれいにしようとする子どもたちの姿

がありました。学校をみがくだけでなく、「心をみがく」行為であると感じました。 

 

           

     

       

 

＜校長＞ 

平成２８年２月２３日（火） 「みつばち文庫の寄贈」 

 学校の近くにお住まいの加藤カネ子さんから、来迎寺小学校の子どもたちへ、す

てきなプレゼントがありました。本のプレゼントです。加藤さんは、毎日聞こえてくる

来小の子どもたち声から元気をもらっていることを書いた文書で、山田養蜂場主

催の「はちみつ文庫」に応募され、当選した 7冊の本を学校に寄贈してくださりまし

た。子どもたちを見守ってくださる地域の方の温かさをまた一つ感じました。本校

へのはちみつ文庫の寄贈は 2回目だそうです。 

 

           

     

      寄贈されたみつばち文庫         20分放課のにぎやかな図書室 

 

 

 

＜校長＞ 



平成２８年２月２２日（月） 「感謝の会」 

 子どもたちが日ごろお世話になっている地域の皆さんをお迎えして、お礼をする

「感謝の会」を行ないました。交通指導員さん、はぐくみ隊の皆さん、読み聞かせボ

ランティアや図書整備のボランティアの皆さん、おやじの会の皆さん、クラブ活動の

ゲストティチャーの皆さんなど、本当に多くの皆さんに来校していただき、子どもたち

も多くの人に支えられ、見守られていることを実感できました。こうした人たちが自分

の周りにいることを子どもたちは誇りに感じたことでしょう。一緒にクイズや集合ゲー

ムにも参加していただき、楽しい集会となりました。子どもたちからは、お礼の言葉

と合唱、お花をプレゼントし、感謝の気持ちにかえさせていただきました。 

 

 

           

 

           

 

           

     

       

 

＜校長＞ 



平成２８年２月 1９日（金） 「６年生 ＰＴＡ学年活動」 

 卒業前の最後の大きなイベント、６年生学年活動が、ＰＴＡの皆さんの企画と運営

で開催されました。親子で協力し合って、学級対抗で競い合いました。一生懸命競

技をしたり、みんなで応援し合ったりして楽しい時間を過ごしました。卒業式まで１か

月を切ったこの時期にまた一つ、心に残る思い出を作りました。 

 

           

 

           

 

           

     

       

 

＜校長＞ 

平成２８年２月１９日（金） 「５年生 子どもウイークリー取材」 

 ４月２３日（土）号の中日新聞「こどもウイークリー」で無量寿寺が観光名所として

紹介されます。本校の５年生代表４名が無量寿寺のすばらしさについてインタビュ

ーを受けました。新聞の記事が楽しみです。 
 



 

           

     

       

＜校長＞ 

平成２８年２月１７日（水）  「第２回 学校評議員会」 

 本年度の本校の教育活動の評価や来年度の方向性について、学校評価アンケ

ートの結果等をもとに学校評議委員の方からご意見をうかがいました。主に子ども

たちのあいさつや体力の低下等の課題が議論され、具体的な取り組み内容等をご

示唆いただきました。これをもとに来年度に向けての本校の教育の重点内容を定め

ていきたいと思います。 

 

           

     

       

 

＜校長＞ 

平成 28年 2月 17日（水） 「5年生サッカー指導会」 

穏やかな日差しの中、５年生がサッカー指導会を行ないました。寒い日が続きまし

たが授業や放課で一生懸命に練習を積み上げ、チームワークを高めてきました。全

力でボールを追い、全力で自分の仲間を応援し合う姿は、さすが来迎寺小学校の５

年生と思いました。 

 

 



           

 

           

     

＜校長＞ 

平成 28年 2月 15日（月） 「全校朝会」 

 インフルエンザの影響で延び延びになっていた全校朝会を行ないました。栽培委員会の皆さんが楽しいパフ

ォーマンスとクイズで、今育てている花壇の花や学校の樹木の不思議を紹介してくれました。また、市善行賞、

社会を明るくする運動、マーチングバトン部への安城警察署からの感謝状、アイリーズの準優勝、愛知県読書

感想文優良賞等の活躍の表彰をしました。 

 

           

 

           



 

           

     

       

＜校長＞ 

平成 28年 2月 12日（金） 「体力づくり 縄跳び」 

 朝の活動の一環として、全校児童が学年単位で縄跳びをしています。一番寒い時期ですが子どもたちは、短

縄跳びや大縄跳びで技能を身につけ、元気に体を鍛えています。 

 

           

 

           

           

＜校長＞ 

平成 28年 2月 10日（水） 「たんぽぽ組 卒業茶会」 

 たんぽぽ組に茶道を指導に来てくださる森先生や種村先生方が、市文化会館の茶室にたんぽぽ組の皆さんと



その保護者の皆さんをお茶会に招待してくれました。たんぽぽ組の 6年生の卒業をお祝いする会ともなりまし

た。先生方の指導でみんなで交代で茶をたてて、保護者の皆さんにふるまいました。 

 

           

 

           

     

       

＜校長＞ 

平成 28年 2月 4日（木） 「２年生 あんしん教室」 

 警備保障会社ＡＬＳＯＫから２人の方が講師としてみえ、各学級 1時限ずつ、あんしん教室を開催しました。

合言葉「いかのおすし」をテーマに、子どもたちが不審者から身を守る方法を学びました。 

 

           

     

       

＜校長＞ 



平成 28年 2月 3日（水） 「節分 豆まき」 

 節分の今日、１年生と２年生、たんぽぽ学級のそれぞれの学級に、「赤おに」と「青おに」が出現し、教室

から追い出すために豆まきをしました。明日は春分の日、鬼を退治し、各学級に暖かい春が近づいています。 

 

           

           

＜校長＞ 

平成 28年 1月 29日（金） 「特別支援学級 ありがとうカフェ」 

 特別支援の子どもたちが、1年間お世話になった６年生の皆さんや先生方を招待し、ありがとうカフェを行

ないました。温かいお茶と学校菜園で育てたサツマイモでつくったおいしい茶巾絞りでおもてなしをしました。

「ありがとう」の思いが６年生にしっかり伝わったようです。 

 

           

 

           

           

＜校長＞ 



平成 28年 1月 29日（金） 「雪だるま読書週間 読み聞かせ活動」 

 図書委員会の児童が、雪だるま読書週間の充実を図るため、朝の活動の時間に各クラスで読み聞かせを行な

っています。しっかり練習し、感情こめて読み聞かせるので、どのクラスの子どもたちも聞き入っていました。 

 

           

           

＜校長＞ 

平成 28年 1月 28日（木） 「６年生 バスケットボール指導会」 

 ６年生のバスケットボール指導会がありました。チームの勝利、学級の勝利を目指し、全員が全力でプレー

する姿がありました。６年間の最後を飾る競技会らしい、はつらつとしたプレー、仲間を鼓舞する精一杯の声

援や応援があり、「さすがは来小の６年生」と感心させられました。 

 

           

 

           

           

＜校長＞ 



平成 28年 1月 23日（土） 「来迎寺町文化祭」 

 来迎寺町の文化祭が開催されました。手芸や陶芸、書や写真、盆栽や木工など多彩な作品が展示されていま
した。どれも目を見張るすばらしい作品ばかりで、楽しませていただきました。そんな中、子どもたちの作品
も数多く展示されていました。 
 

           

 

           

           

＜校長＞ 

平成 28年 1月 22日（金） 「子育てを語る会並びに学校保健委員会」 

 授業参観に引き続き、「子育てを語る会並びに第 2回学校保健委員会」を体育館で開催しました。多くの保

護者の皆さんにご参加をいただきました。本校が本年度継続して取り組んでいる授業中の「正しい姿勢」づく

りの一環として、保護者の皆様にもその意義を理解していただこうと、スマイル接骨院医院長 鈴木能生先生

を講師に、「良い姿勢のためのストレッチと体幹トレーニングの実習」をメインにお話いただきました。 

 

           

     

＜校長＞ 



平成 28年 1月 22日（金） 「書初め展・授業参観」 

 午後 1時から授業参観がありました。今日はどの学年も「道徳」でした。インフルエンザで学級閉鎖になっ

ている学級（１の１、１の２、２の２）があり残念でしたが、多くの保護者の皆様にご参観いただきました。

また、各教室の前の廊下に展示してある書初めも見ていただきました。寒い中をご参観いただきありがとうご

ざいました。 

 

           

 

           

     

       

＜校長＞ 

平成 28年 1月 20日（水） 「初雪の登校」 

 暖かいこの冬、はじめて雪が降り積もりました。しかも、１時間程度でいっきに積もりました。そんな中を

子どもたちは元気に登校してきました。１時限目が始まるまでは外で雪合戦や雪だるまつくりを楽しんでいま

した。 

 

           



 

           

 

           

           

＜校長＞ 

平成 28年 1月 19日（火） 「６年生租税教室」 

 市役所の税務課の方に来ていただき、６年生が５限目に租税教室を各学級で開催しました。税金の意味やし

くみ、税金の使い道を分かりやすく講義していただき、６年生の皆さんはしっかりと理解できたようです。自

分たちが１か月学校で勉強するのに、一人７万円の税金が使われていることにびっくりしているようでした。

公共物や公共施設も大切に使わなければという意識を高めていました。 

 

           

 



           

           

＜校長＞ 

平成 28年 1月 18日（月） 「児童集会」 

 朝の活動の時間に児童集会が行なわれました。図書委員会が来週 25日（月）から始まる「雪だるま読書」（～

２月５日）の紹介をしてくれました。全校児童にたくさん本を読んでもらおうと、読み聞かせ会や読書ゆうび

んなどのいろいろなイベントを考えてくれています。 

 

     

           

＜校長＞ 

平成 28年 1月 17日（日） 「八橋町文化祭」 

 八橋公民館で八橋町の文化祭が開催されました。八橋町の子どもたちの書初めが展示されて、文化祭に花を

添えていました。 

 

           



 

           

     

       

＜校長＞ 

平成 28年 1月 17日（日） 「知立市新春武道大会」 

 福祉体育館で新春武道大会が開催されました。来迎寺小学校の子どもたちも大勢参加していました。剣道、

柔道、空手などの競技で日ごろの精進の成果を発揮していました。 

 

           

     

       

＜校長＞ 

平成 28年 1月 15日（金） 「２年生 大根のおでん試食」 

 ２年生の皆さんが学校菜園で大根を育てました。大きな大根がいっぱいできたので、先生方がおでんにして、

みんなで試食しました。自分たちで育てた大根の味は格別おいしかったようです。 

 



           

＜校長＞ 

平成 28年 1月 13日（水） 「FMキャッチの収録」 

 給食の時間に、6年生の代表の皆さんが校長室でＦＭキャッチの生放送の取材を受けました。将来の職業に

ついてインタビューされました。どの子もはきはきとした口調で自分の夢を語り、アナウンサーの方もびっく

りされていました。今後、録音テープを校内放送で全校児童にも聞いてもらう予定です。 

 

           

＜校長＞ 

平成 28年 1月 12日（火） 「6年生バスケットボール指導会練習」 

 6年生のバスケットボール指導会が、1月 28日（木）に実施されます。それに合わせて 6年生の皆さんは体

育の授業等でバスケットボールの練習に励んでいます。まずは基礎からと、パス、ドリブル、シュート練習に

がんばっていまました。 

           

＜校長＞ 



平成 28年 1月 9日（土） 「知立市小中学生百人一首大会」 

 市中央公民館で市内小中学生の百人一首大会が開催されました。来迎寺小学校からも、小学校高学年の部に

４チームがエントリーしました。出場した皆さんは、読み手の声と目の前の取り札に集中し、競技かるたの難

しさと楽しさを満喫しました。愛知県かるた協会会長の伊藤孝男先生の指導をしっかりと聞き、百葉会の皆さ

んや各学校の担当の先生のおかげで、日本文化のすばらしさを学ぶ充実した大会となったようです。 

           

 

           

＜校長＞ 

平成 28年 1月 8日（金） 「新春 書初め会」 

 新年を向かえ、子どもたちは「書初め会」に臨みました。今年 1 年、がんばることを思いに託し、低学年は

硬筆、高学年は毛筆で集中して一生懸命書き上げていました。２１日（木）と２２日（金）は「書初め展」と

して廊下に掲示しますので、ぜひご覧ください。なお、２２日（金）は、１３：００から「授業参観」１４：

００から「子育てを語る会」１５：１５「親子一斉下校」もありますので、保護者の皆さんにはぜひごらんい

ただきたいと思います。 

           

＜校長＞ 



平成 28年 1月 8日（金） 「安城警察署 感謝状贈呈式」 

 本校のマーチングバトン部の皆さんが、昨年１１月１日（日）に知立自動車学校で行なわれた愛知県警察本

部が主催する「すこやか交通宣言！フェスタ」に出場しました。開会セレモニーで素晴らしい演奏･演技を披露

して交通安全の推進に貢献したことに対して、１月８日（金）安城文化センターにおいて、安城警察署長から

感謝状をいただきました。 

 

           

     

       

＜校長＞ 

平成 28年 1月 7日（木） 「冬休み明け 全校朝会」 

 冬休み明け、来迎寺小学校の子どもたちは、事故もなくけがもなく冬休みを過ごし、元気な姿を見せてくれ

ました。今年１年の子どもたちの成長と活躍が楽しみです。全校集会で校長からは「１年の計は元旦にあり」

のごとく、今年１年がんばる目標や計画を立ててほしいことを話しました。また、今年１年の校長の目標は、

来迎寺小学校の子たちの体力と思考力をさらに高めるためにがんばることであると話しました。 

 

 

              

       

 

＜校長＞ 



平成 27年 12月 22日（火） 「正月準備」 

 学校にある２つの昇降口に正月準備の門松を立てました。冬休みに入る子どもたちに、来る年に向けての心

の準備をしてほしいと思っています。 

 

           

 

           

     

       

＜校長＞ 

平成 27年 12月 22日（火） 「冬休み前 全校集会」 

 冬休み前の全校集会では、児童と職員が募金した赤い羽根共同募金を社会福祉協議会の方に贈呈しました。

また、冬休み中の過ごし方について全校児童にお願いをしました。1 に健康、2 に交通安全、３に続けてがん

ばる手伝いや運動に挑戦しよう、と話をしました。さらに、1 年の計は元旦にあり。１年の計画や目標を決め、

初もうでや初日の出で誓いを立てようとお願いしました。    

 

           

 



           

     

       

＜校長＞ 

平成 27年 12月 20日（日） 「元プロ野球選手によるアイリーズ練習会」 

 来迎寺小学校グラウンドで週末に練習している少年野球チーム「アイリーズ」に元中日ドラゴンズ選手の鈴

木孝政選手・立浪和義選手が来てくれました。アイリーズの子どもたちは、技術ばかりでなく野球をする者と

しての心構えを学びました。 

 

           

 

           

     

       

＜校長＞ 



平成 27年 12月 18日（金） 「６年 邦楽鑑賞会」 

 ３・４時限目に６年生が日本の伝統音楽を鑑賞しました。筝（こと）の小林富江先生をはじめ、６名（筝３

名、フルート１名、笙（しょう）１名、尺八１名）が様々な伝統音楽を奏でてくれました。一足早いお正月気

分に浸ることができました。また、「君をのせて」の演奏に合わせて、６年生全員で合唱も楽しみました。楽器

にも触らせていただき、演奏体験もできました。６年生全員で日本古来の音楽を満喫できました。 

 

           

 

           

 

           

     

       

＜校長＞ 

平成 27年 12月 16日（水）    「マラソン大会」 

 冬らしい曇り空ではありましたが、さほど寒くもなくマラソン大会が実施できました。どの学年の

どの子も、多くの保護者の皆さんが見守り、声援してくれたことで、自分の全力を出し切っていまし

た。走った後は、ＰＴＡの皆さんが前日から準備してくださった温かいお汁粉をいただくことができ



ました。子どもたちは頑張った分だけ、おいしそうに食べていました。 

 

           

 

           

 

           

     

       

＜校長＞ 

平成 27年 12月 9日（水）    「放課後子ども教室」 

 放課後子ども教室では、午後から個人懇談会がある関係で、多くの参加人数がありました。そんな中、知立

市おもちゃ図書館のボランティアの皆さんが 7 名来てくださり、５０名以上の子どもたちにマジックカード作

りを指導してくれました。子どもたちは大喜びでした。 

 



           

＜校長＞ 

平成 27年 12月 9日 10日    「５年生 デンソーサイエンススクール」 

 デンソーからお二人の講師が来てくださり、電磁石やモーターの仕組みを実験をさせてもらいながら楽しく

学びました。１クラス２時間ずつの学習でした。自分が作った電磁石に物がくっついたり、簡易モーターが回

ったりして５年生の皆さんは感動でした。 

 

           

＜校長＞ 

平成 27年 12月 8日～11日    「個人懇談会」 

 冬休みを前に、個人懇談会を実施しました。一人一人の保護者と担任が、家庭や学校での子どもの成長の様

子を確かめ合いました。 

 

           

＜校長＞ 



平成 27年 12月 8日（火） 「特別支援学級もちつき会・ふれあい会」 

 市内の小中学校や市外の特別支援学校の通う、特別支援学級の子どもたちが一斉に集まり、交流会を中央公

民館で行ないました。ライオンズクラブやあおみの会の皆さんのお力で、もちつきやあんこもちつくり、豚汁

昼食会、ゲームや歌で交流しあいました。 

 

           

 

           

＜校長＞ 

平成 27年 12月 3日（木）    「6年生 薬物乱用防止教室」 

 24名の愛知エメラルドライオンズクラブの皆さんが雨の中、6年生の薬物乱用防止教室を実りあるものにす

るために来校してくださりました。薬物乱用の危険性、怖さをしっかりと確認し、「ダメ！ゼッタイ」の言葉の

意味を一人一人がしっかりと受け止めてくれました。 

 

           

      

＜校長＞ 



平成 27年 12月 2日（水）    「5年生 親子活動」 

 ５年生のＰＴＡ学年委員の皆さんが、おはぎつくりを計画してくれました。自分たちの手で育てたお米で作

るおはぎ、親子で協力して作るおはぎ、学年みんなで食べるおはぎは格別おいしそうでした。来田を貸してい

ただき、稲作を指導していただいた富田さんや、収穫を支援してくださったあぐり知立の高村さんを招き、感

謝をしました。また、親子でお米クイズも楽しみました。何よりもこの会を支援していただいたＰＴＡの皆さ

んと参加してくださったお父さんお母さんにみんなで感謝しました。 

 

           

 

           

＜校長＞ 

平成 27年 12月 1日（火）    「朝のかけあし」 

 12月に入りました。来小の子どもたちは、一人ひとり自己ベストをめざすため、5分間走で元気に頑張って

います。 

 

           

＜校長＞ 



平成 27年 12月 1日（火）    「PTA保護者スマホ教室」 

 ＰＴＡ主催で、愛知県や愛知県警から委託されている縁（ゆかり）エキスパートＫＫの方から、子どもたち

がスマートフォンを使うときのリスクを学ぶ会が開催されました。いじめ、プライバシーの侵害、高額課金、

性犯罪被害、フィルタリング等の説明を聞き、恐ろしいトラブルをいっぱい疑似体験し、皆さん驚愕していま

した。参加者 30名程度でしたが、中にはすべての保護者に強制的にでも参加してほしいという声も聞かれまし

た。 

 

           

＜校長＞ 

平成 27年 11月 30日（月）    「全校集会・人権集会」 

 全校朝会では、絵画等のコンクールですぐれた作品で入賞した子たちの表彰がありました。また人権集会で

も、習字・標語・絵画の人権作品入賞者を表彰しました。 

 

           

 

           

＜校長＞ 



平成 27年 11月 29日（日）    「牛田町防災訓練」 

 牛田町の防災訓練が行われました。地震災害等にあう前の心構え、実際に災害にあった時の対策等を体験し

ながら学べる訓練には、多くの皆さんが参加していました。子どもたちもこうした訓練に参加し、自然災害に

対する意識を高める必要があると感じました。 

 

           

 

           

           

＜校長＞ 

平成 27年 11月 28日（土）    「小中学校作品展」 

 知立市文化会館で行われた小中学校作品展には、一人一人の想いや想像がいっぱい詰まった来迎寺小学校の

子どもたちの作品が展示されました。「はぐくみ展」でも再度展示する予定です。 

 

           

 



           

 

           

 

        

＜校長＞ 

平成 27年 11月 26日（木）    「高齢者交通安全教室」 

 来迎寺学区交通安全推進協議会が主催する「高齢者交通安全教室」に 60名余りの皆さんが小雨の降る中を

参加してくださりました。自転車の置ける交通安全を主のテーマに、愛知県警交通安全教育チーム「あゆみ」

のお二人による講話がありました。1時間半のお話の中で、交通安全に対する意識を改めて見直すきっかけを

皆さんが抱かれたようです。 

           

＜校長＞ 



平成 27年 11月 25日（水）    「朝のかけ足」 

 急に冷え込んできた本日から、12月 16日に行われる校内マラソン大会に向け、朝のかけあしが始まりまし

た。寒さに負けない丈夫なからだをつくるとともに、校内マラソン大会に向けて、一人一人が自分の記録に挑

戦していきます。 

 

           

     

       

＜校長＞ 

平成 27年 11月 22日（日）      「親子川柳表彰式」 

 市教委と青少年健全育成連絡協議会が主催する平成 27 年度親子川柳コンクールの表彰式が中

央公民館でありました。来迎寺小学校からは応募した 6 点の作品が入賞しました。どの作品も、

家族や親子の温かい雰囲気を感じました。 

○2年 石川悠斗くん「おかあさんに 1日 1回 しかられる（子） わが息子 1日 1回 ほめさせて（母）」 

○2年 杉浦奈央さん「6じには 家にかえろう ただいまと（子） 知立の子 愛のチャイムに 見守られ（母）」 

○2年 大掛瑠久斗くん「おかいもの にもつはぼくが もつからね（子） 荷物持つ 後ろ姿に 子の成長

（母）」 ○3年 竹本柊太くん「いいにおい 今日の夕ごはん 何かなあ（子） また来たね あじ味と言っ

て つまみぐい（母）」 ○4年 臼田弥来さん「外出は 行き先 友達 教えてね（母） 教えるよ 心配か

けちゃ いけないも（子）」 ○5年 丸山颯太くん「しらべもの スマートホンで しらべます（孫） たす

かるわ スマートホンは どんな本（祖母）」 

 

           

 



           

 

           

     

       

＜校長＞ 

平成 27年 11月 21日（土）    「オータムフェスティバル」 

 お忙しい中を足を運んでいただいた家族の皆さん、来賓の皆さん、地域の皆さんを元気づけ、感動していた

だこうと、子どもたちは今まで積み上げてきた練習の成果を一生懸命発揮しました。大きな拍手をいっぱいい

ただき、子どもたちはまたひとつ成長を見せてくれました。 

 

           

         ２年                  １年 

           



  

        たんぽぽ                ５年 

           

         ４年                  ３年 

           

          ６年              大正琴クラブ 

       

＜校長＞ 

平成 27年 11月 20日（金）    「栄養士による食育指導」 

 知立市給食センターに在籍する栄養教諭の長谷川先生が、食育指導に来てくれました。「給食センターでは

何人分の給食を作っているでしょう？」などと、給食に関する楽しいクイズをしながら、子どもたちに食育指

導をしてくれました。学級ごとに子どもたちは楽しみながら、給食や栄養について学んでいました。 

 

           

     

       

＜校長＞ 



平成 27年 11月 13日（金）「中学生職場体験学習」 

 将来教員になりたいという希望をもった知立中学校２年生の生徒３人が、本校で９日（月）から５日間職場

体験学習を実施しました。１年生の３学級にそれぞれ配属されて、子どもたちと一緒に過ごしながら、さまざ

まな教員としての仕事を学んだり、体験したりしました。一緒に遊んだり、運動の仕方を教えてもらったり、

計算問題に○をつけてもらったりして、１年生の子どたちはうれしそうでした。 

 

           

       

       

＜校長＞ 

平成 27年 11月 9日（月）「読み聞かせ」 

 子どもたちが大好きな、ボランティアの皆さんによる読み聞かせの日です。ボランティアさんの感情豊かで

臨場感あふれるお話に、子どもたちは耳をそばだてていました。 

 

           

        

       

＜校長＞ 

平成 27年 11月 7日（木）    「牛田町文化祭」 

 牛田町の文化祭には、一般の部と子どもの部の出品作品が展示されていました。子どもの部には、牛田町の

各子ども会から出品された８７もの作品の外、子どもたちが活けた生け花も展示され会場を盛り上げていまし



た。一般の部も子どもの部も完成度の高い作品が多く、牛田町の文化意識の高さを改めて感じました。 

 

           

 

           

             

＜校長＞ 

平成 27年 11月 5日（木）   「小中合同音楽会」 

 ４年生全員が学校の代表として、市文化会館のステージに立ちました。「涙をこえて」「花はさく」の２曲を

心をこめて歌い上げました。聴衆を魅了する歌声や迫力が、感動の輪を会場全体に広げ、喝采を浴びました。 

 

           

             

＜校長＞ 

平成 27年 11月 4日（水）「就学時健康診断」 

 来年度４月に来迎寺小学校の親１年生として入学してくる子どもたちの健康診断がありました。皆さん元気



よく参加してくれました。参加してくれた１４５人の園児の皆さんが全員入学すると、５学級になります。今

年の１年生は９６人の３学級なので、４９人(２学級)の増加となります。 

 

           

 

           

     

       

＜校長＞ 

平成 27年 11月 2日（月）「シェイクアウト訓練」 

 全校朝会で、地震発生時のシェイクアウト訓練を実施しました。「ドロップ（姿勢を低く）・カバー（体・頭

を守る）・ホールドオン（揺れが収まるまでじっとしている）」という自分の身を守るための基本的な行動をみ

んなで確認しあいました。 

 

           

     

       

＜校長＞ 



平成 27年 11月 2日（月）「4年生 小中音楽会に向けての全校発表」 

 来る１１月５日（木）１３：００から、知立市文化会館で開催される小中学校合同音楽会に向けて、４年生

の児童が朝の活動の時間に練習を積み重ねています。曲名は「涙をこえて」「花は咲く」の２曲です。何度も繰

り返し練習し、すばらしい歌声が響くようになってきました。全校朝会で、全校に披露してくれました。当日

の本番が楽しみなすばらしい歌声です。ぜひ聞きに来てください。 

 

           

     

       

＜校長＞ 

平成 27年 11月 2日（月）「6年生 戦争体験を聞く会」 

 ６年生が、牛田町在住の植田健吾（８１歳）さんから、戦争体験を聞く会を開催しました。終戦当時、この

来迎寺小学校で高学年時期を過ごされました。爆弾や戦闘機、機銃掃射の体験に基づく臨場感あふれる当時の

お話をうかがい、改めて戦争というものを考えさせられました。「戦争の悲しさや苦しさは実際に経験した者に

しかわからないが、伝えていかなければ・・。」と語ってくれた言葉が印象的でした。６年生は、オータムフェ

スティバルで「戦後７０年 つなぐ平和への想いやじる ～ヒロシマのうた～」を朗読劇を披露します。今日

の会のお話しを生かした劇を創り上げてくれるはずです。 

 

           

     

       

＜校長＞ 



平成 27年 11月１日（日） 「すこやか交通宣言！フェスタ」 

 愛知県警札本部主催の「すこやか交通宣言！フェスタ」が知立自動車学校を会場に開催されました。開会式

のオープニングを飾るイベントに来迎寺小学校のマーチングバトン部の皆さんが出場しました。すばらしい演

奏と演技が観衆を魅了し、たくさんの拍手をいただきました。 

 

           

     

       

＜校長＞ 

平成 27年 10月 28日（火）「春花壇の移植作業」 

 パンジーやビオラなど、春花壇の苗の移植作業にボランティアを募集したところ、快くお引き受けくだ

さった方が、子どもたちのためにと足を運んでくださりました。ありがとうございました。 

 

           

     

       

＜校長＞ 

平成 27年 10月 25日（日）「知立市民大運動会」 

 来迎寺小学校区の３町の皆さんが、町内一致団結しながら市民運動会に臨んでいました。子どもたちも

町内対抗競技の代表選手の一員として活躍する姿がうかがえました。 

 



           

＜校長＞ 

平成 27年 10月 24日（土）「PTA ソフトミニバレーボール校内大会」 

 ＰＴＡ主催のソフトミニバレーボール校内大会が開催されました。１チームが５～６人の１０チームが

編制できるほど多くの保護者と教員が参加し、楽しく和やかな大会となりました。怪我をする方もなく、

皆さん一生懸命動きながら、さわやかな汗を流していました。 

            

＜校長＞ 

平成 27年 10月 23日（金）「PTA親子鑑賞会」 

 午前（３年生以下）と午後（４年生以上）に分けて、ＰＴＡ活動の一環として親子鑑賞会がありました。

「劇団たんぽぽ」による「１００万回生きたねこ」を鑑賞しました。すばらしい演技に引き込まれ、多く

の子どもたちが身をのり出して鑑賞していました。子どもたちの後ろから、見に来てくださった保護者の

方も多くいました。 

           

＜校長＞ 



平成 27年 10月 22日（木）「研究発表会」 

 教育委員会研究委嘱の研究発表会を開催しました。「思考力を育てる授業づくり－思考スキルを習得し、

活用できる子をめざして－」をテーマに市内外から多くの教員が参観してくれました。多くの保護者の方

も廊下からではありましたが、子どもたちを見守ってくださりました。自分の考えを友達の前で発表し、

友達の考えを受け止めた発言をする本校の子どもたちの姿に多くの参観者から称賛されました。 

 

           

 

           

        

       

＜校長＞ 

平成 27年 10月 18日（日）「御鍬（おくわ）神社秋期大祭」 

 秋とはいえ汗ばむような陽気となりました。御鍬神社で午後から大祭がりました。来迎寺町の子どもた

ちは、子供みこしで大きな声と元気な動きで地域の人を活気づけました。巫女さんの舞や太鼓を演奏して

観衆を魅了した子どもたちもいました。 

 

           



 

           

        

       

＜校長＞ 

平成 27年 10月 15日（木）「6年生 小学校陸上記録会」 

 さわやかな日差しの下、知立小学校グラウンドで小学校陸上記録会が開催されました。選手の皆さんは

自分の力を出し切ろうと全力で競技に臨みました。応援する皆さんは精一杯の声を出して声援していまし

た。励まし合い、支え合い、期待に応えて頑張ろうとする来迎寺小学校の６年生のすばらしさが見られた

大会となりました。 

 

           

 

           

        

       

＜校長＞ 



平成 27年 10月 13日（火）「5年生 稲刈り」 

 すばらしい秋空、稲刈りには絶好の日和となりました。米作り指南役の富田さんと「あぐり」の高村さ

んと村上さんに助けてもらいながら、稲刈りをしました。コンバインに乗せてもらい、機械のすごさに驚

いた子もいました。５年生の皆さんには、稲穂を刈り取った後の精米までの過程を早く確認したいという

気持ちが芽生えていました。 

 

           

 

           

＜校長＞ 

平成 27年 10月 12日（月・祝）「ソフトミニバレーボール練習」 

 １０月２４日（土）午前中に開催されます、ＰＴＡ・職員ソフトミニバレーボール校内大会の練習が行

われました。午後１時から６時まで、多くの参加者が都合のつく時間で練習に参加し、気持ちのよい汗を

流しました。 

 

           

＜校長＞ 



平成 27年 10月 12日（月・祝）「牛田八幡社祭礼」 

 牛田八幡社の秋の行事、祭礼が盛大に開催されました。巫女さんに扮した来迎寺小学校の児童が、お祭

りを華やかに厳かに盛り上げ、大活躍でした。感動したのは、「うらやすの舞」です。慎み深く、清楚な

舞を呼吸を合わせて演じ、見ている人々を魅了してくれました。 

 

           

           

＜校長＞ 

平成 27年 10月 10日（土）「交通安全推進協議会 活用品バザー」 

 交通事故から子どもたち、お年寄り、地域の皆さんを守るための資金を得るために活用品バザーが開催

されました。来迎寺小学校区の地域の皆さんの協力を得ながら、来迎寺小ＰＴＡ、来迎寺保育園・八橋保

育園の保護者会の皆さんが精力的に活動してくれました。 

 

           

 

           

＜校長＞ 



平成 27年 10月 9日（金）        「前期終業式」 

 秋晴れのもと、運動場で終業式を行いました。「節ありて、竹強し」の言葉のごとく、前期と後期の節

目をしっかりつけて、竹のようにすこやかに、竹のようにしなやかに伸びていきましょうと話をしました。 

 

           

       

       

＜校長＞ 

平成 27年 10月 5日（月）～6日（火）       「特別支援学級茶臼山合宿」 

 気持ちのよい秋晴れの日の出発となりました。特別支援学級たんぽぽの８人は楽しみにしていた茶臼山

合宿に出かけました。初日は山登り、秋の景色を楽しみながら、きつい山道を全員で力を合わせて山頂ま

で登りきりました。夜は、他校の子と仲良く交流し、一夜を過ごしました。２日目は、萩太郎山にリフト

で登り、芝生の広場で思いっきり体を動かしながら秋を満喫しました。 

 

           

 

           

 



           

     

＜校長＞ 

平成 27年 10月 4日（日）「八橋町民大運動会」 

 澄み渡る秋晴れのもと、「八橋町民大運動会」が開催されました。運動会は、来迎寺小学校や各保育園

の子どもたちを主役にすえ、明るく楽しい、華やかな運動会となりました。八橋町の皆さんは、子どもた

ちの成長と活躍から元気や活気をもらって、和やかで明るい地域の連携を育てていました。 

 

           

 

           

         

＜校長＞ 

平成 27年 10月 1日（木）「交通安全パレード」 

 あいにくの雨で、残念ながら予定していた学区をめぐる交通安全パレードが開催できませんでした。体

育館を使って、交通安全推進協議会やＰＴＡの皆さん、来賓の方、警察や市役所の担当部署の方、はぐく



み隊など地域で子どもたちを見守っている方が出席して交通安全大会を実施しました。来迎寺小の子ども

たちは、本当に多くの皆さんから愛され、見守られていることが分かりました。そして、マーチング・バ

トン部のすばらしい演奏と演技にみんなで感動しました。 

 

           

 

           

        

       

＜校長＞ 

平成 27年 9月 30日（水）「５・６年生体幹トレーニングストレッチ講習」 

 ５・６年生が体幹トレーニングストレッチの講習会を昼放課に、スマイル接骨院 鈴木能生先生の指導

のもと、体育館で実施しました。授業中の姿勢もよくなるトレーニングであり、６年生は陸上記録会に生

かせるトレーニングを学ぶ機会となりました。 

 

           

        

       

＜校長＞ 



平成 27年 9月 29日（火）「２年・４年 PTA親子活動」 

 ２年生が１・２限目、４年生が３・４限目にＰＴＡ親子活動を行いました。多くの保護者の皆さんにご

参加いただき、子どもたちにとっては親子で活動したひと時が、最高の時間となりました。２年生も３年

生も、各ＰＴＡ学年委員会の皆さんがドッジビーを計画し、実施できました。 

 

           

 

           

              

＜校長＞ 

平成 27年 9月 27日（日）「牛田町民大運動会」 

 雨が上がりさわやかな天候のもと、牛田町の運動会が開催されました。牛田町の子どもたちのほとんど

が参加し、地域の一員として運動会を盛り上げていました。牛田町の皆様の元気な姿と地域を盛り上げよ

うとする団結心を感じました。 

 

           

＜校長＞ 



平成 27年 9月 26日（火）「来迎寺保育園運動会」 

 降り続いた雨で開催が心配されていた運動会が見事、開催されました。練習の掛け声や音楽が連日、来

迎寺小学校にも届き、参観を楽しみにしていた園児の皆さんのがんばりを見ることができました。元気い

っぱい園庭を駆け回り、体いっぱい使って演技していました。 

 

           

        

       

＜校長＞ 

平成 27年 9月 25日（金）「４年生クリーンセンター見学」 

 ４年生が社会科の学習の一環として、クリーンセンターの見学に出かけました。廃棄物の処理や生活環

境を守る仕組みを学びました。昼食の後はウォーターパレスのプールにみんなで入って泳ぎ、廃棄物を燃

焼した熱の利用を体感しました。 

 

           

              

＜校長＞ 

平成 27年 9月 16日（水）「第２回学校公開日」 

 第 2 回の学校公開日がありました。多くの保護者の皆さんが学校に足を運んでくださり、感謝していま

す。子どもたちの授業を参観して一緒になって考えていただいたり、廊下に展示された作品を見て子ども

の成長を確かめていただいたりしました。 



 

           

        

       

＜校長＞ 

平成 27年 9月 16日（水）「１年：自転車安全教室・４年：命の教育」 

 1 年生の児童と保護者の皆さんを対象に、「自転車安全教室」を開催しました。子どもたちが自転車に

よる交通事故にあわないようにと、警察や市安心安全課、交通指導員、ＰＴＡやはぐくみ隊の方が指導し

てくださいました。交通事故にあわないための約束のお話や自転車やヘルメットの使い方を一生懸命学ぶ

ことができました。4 年生は学級ごとに「いのちの教育」を行いました。保健師さんから「自分はどうや

って生まれてきたのか」という話を聞き、「命の大切さ」を実感していました。また、赤ちゃん人形を使

って「抱っこ体験」をさせていただきました。赤ちゃんを抱いた瞬間の子どもたちのほほえましい顔が印

象的でした。 

 

           

                 自転車安全教室 

           

         命の教育             赤ちゃんの抱っこ 

＜校長＞ 



平成 27年 9月 10日（木）～11日（金）「６年 修学旅行」 

 台風が前日に去り、修学旅行に出かけることができました。１日目は奈良で法隆寺と奈良公園に行きま

した。雨は昼食の後の奈良公園で少し降られましたが、見学に支障はありませんでした。宿は京都駅近く

の「はなの坊」で絵付け体験もしました。２日目は、京都で金閣寺、二条城、清水寺を見学しました。６

年生は楽しい修学旅行を目指し、みんなで気づかい合って気持ちのよい、有意義な２日間を過ごしました。

バスの乗務員や宿の方に気持ちのよい挨拶や礼儀、マナーをほめられました。 

 

           

 

           

 

           

              

＜校長＞ 

平成 27年 9月 7日（水）「第３回読み聞かせ」 

  楽しみにしていた「読み聞かせ会」が行われました。第３回目になります。休み明けの月曜日の早朝

はいつもなら落ち着けない時間帯ですが、話し手のボランティアの皆さんのさわやかな声に心の耳を集中

させることができました。 



           

＜校長＞ 

平成 27年 9月 6日（日）「来迎寺小学校区コミュニティ三世代スポーツ大会」 

 雨が心配される空模様できたが、スポーツ大会が開催されました。来迎寺小学校の子どもたちも、家族

や地域の選手の一員として多くの子が参加していました。ソフトボールは雨のため途中で試合ができなく

なりましたが、フロアカーリングは最後まで実施できました。 

           

＜校長＞ 

平成 27年 9月 2日（水）「活用品バザー打合会」 

  来迎寺児童センターにおいて、交通安全推進協議会主催の活用品バザー打ち合わせ会がありました。

地域の子どもたちへの教育支援をしようと、来迎寺小学校ＰＴＡ、来迎寺保育園と八ツ橋保育園の保護者

会の役員の皆さんが集まり、合同で活用品の回収方法やバザーの運営について打ち合わせを行いました。

子どもたちを思う皆様の精力的な協力に感謝します。 

           

＜校長＞ 



平成 27年 9月 2日（水）「親子除草」 

 雨天が心配される空模様でしたが、親子除草を実施しました。多くの保護者の皆様に参加し、協力して

いただきました。感謝します。おかげで子どもたちも、とても一生懸命に除草作業に取り組んでくれ、す

っきりしたさわやかな学校になりました。保護者の皆さんと一緒に活動できたこと、自分たちの力でさわ

やかな学校にできたことで、子どもたちは今後もこの教育環境を大切に維持していってくれると思いま

す。また、ＰＴＡ環境保健委員会・児童活動支援委員会の方たちには、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。 

 

           

 

           

＜校長＞ 

平成 27年 9月 1日（火）「避難訓練」 

 ３限目に避難訓練を実施しました。地震時における避難が目的です。「自分の命は自分で守る。仲間の

命も大切に考える」力が少しずつ高まっている来小児童の成長を感じました。 

           

＜校長＞ 



平成 27年 9月 1日（火）「夏休み明け全校集会」 

  今日から休み明けの学校生活が再開。大きな事故や傷病等なく、子どもたちは元気に学校へ帰ってき

ました。まずはそれを心から喜びたいです。保護者の皆様には、子どもたちを家庭で見守りいただき、成

長を支援していただきましたことを感謝いたします。全校集会で、校長からは、夏休み明けで身体が学校

生活に慣れないかもしれないけれど、気持ちを切り替えて学校生活に積極的になじんでいく姿勢をもって

ほしいと、話をしました。また、夏休み中に地域活動や行事に積極的に参加した児童や市の大会等で活躍

した児童を称讃しました。 

 

           

       

＜校長＞ 

平成 27年 8月 30日（日）「市総合防災訓練」 

 市防災訓練の一環として、来迎寺小学校区の３町の避難訓練や避難所開設訓練等が体育館で実施されま

した。多くの市民が参加し、さまざまな訓練を体験していました。 

 

           

             

＜校長＞ 

平成 27年 8月 29日（土）「おやじの会夏祭りイベント」 

 あいにくの雨天で夏休み終盤の行事、来小テント村は中止になってしまいました。来小ＰＴＡや学区コ

ミュニティが一生懸命に計画や準備していたのに残念です。しかし、おやじの会の皆さんが計画していた



イベント、水風船・シャボン玉・ペットボトルロケットは、雨の間隙を縫って開催されました。参加した

子どもたちは家族と楽しいひと時を過ごすことができたようです。 

 

           

       

       

＜校長＞ 

平成 27年 8月 22日（土）「知立よいとこ祭り」 

 晴天に恵まれた今年の知立よいとこ祭りに多くの３年生と４年生が学校の代表として出場してくれま

した。２時から始まった祭りのオープニングを飾りました。出場人数の多さ、そろった演技、かけ声の迫

力、とても暑い中でしたが、見ていた観客の皆さんが、「すごい迫力。圧倒されるね。こんなに暑い日に

見に来た甲斐があった。」と満足していました。 

 

           

 

           

       

       

＜校長＞ 



平成 27年 8月 4日（火）「全校出校日」 

 夏休みを元気に過ごしている子どもたちが学校に帰ってきました。今日は全員がそろう全校出校日でし

た。宿題の提出と答えあわせ、育てているお花の水かけや成長の様子の確認をしました。 

 

           

       

       

＜校長＞ 

 平成 27年 8月 1日（土）～10日（月）「夏季ラジオ体操」 

 市内の各地域で夏季ラジオ体操が行われています。来迎寺小学校区は、牛田公民館、牛田八幡社、下流

公園、浄教寺公園、高村鉄工所、大流公園、池下公園、来迎寺小学校で行われています。朝から暑い毎日

ですが、子どもたちは元気に参加していました。 

 

           

       

       

＜校長＞ 

 平成 27年 7月 31日（金）「6年生 愛知県消防学校 1日体験入学」 

 市内小学校の６年生の児童が、県の消防学校に体験入校をしました。本校からも３名の児童が参加しま

した。消防活動におけるさまざまなことを学ぶとともに、火事や災害から人々の安全な生活を守る体験を

してきました。 



 

           

       

       

＜校長＞ 

 平成 27年 7月 28日（火）「知立市小学校水泳記録会」 

 真っ青な青空、照りつける太陽のもと、水泳記録会が知立西小学校のプールで実施されました。５年生

と６年生の代表選手は、６月からの強化練習で積み上げてきた成果をいかんなく発揮し、今までの自分の

記録を更新する選手も多く、全体でも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６名、４位が５名、５位が３名、６位が３名でした。さらに、５年女子 100ｍリレー優勝、５年男子 100

ｍリレー優勝、６年女子 200ｍリレー優勝、６年男子 200ｍリレー２位と、集団種目で総合力を見せつけ

ました。競技の成績以上にすばらしかったのが応援です。仲間の泳ぎを精一杯の声で、一致団結して応援

する姿はどの学校にも負けませんでした。 

   

           

 

           

       

＜校長＞ 



 平成 27年 7月１３日（月）「しゃぼん玉ぱーてぃー」 

 生活科の学習で学んできた、大きなしゃぼん玉やたくさんできるしゃぼん玉を、いろいろな道具を使っ

て学年みんなで楽しむ、しゃぼん玉ぱーてぃーが行われました。しゃぼん玉をつくるいろいろな道具を交

換し合って、いっぱいいっぱいしゃぼん玉を飛ばしました。 

 

           

 

       

＜校長＞ 

 平成 27年 7月 13日（月）「第２回 読み聞かせ会」 

 本年度２回目の読み聞かせが、各学級の朝の活動の時間に行われました。子どもたちはこの日をとても

楽しみに待っていたようです。本を読んでもらい始めると食い入るように物語の世界入っていったようで

す。とても静かで落ち着いた時間が流れました。図書ボランティアの皆さんのおかげでこうした活動がで

きることに感謝しています。 

 

           

             

＜校長＞ 

 平成 27年 7月 8日（水）「遊具で遊ぶ子どもたちの様子」 

 梅雨の合間の晴れ間に校舎の外に出て遊ぶ子どもたちがいます。雨ばかりで外で遊べない日が続いたの

で、きっと外で遊ぶのは楽しいのでしょう。とくに、遊具で遊ぶ子の元気な姿が目につきました。 



           

＜校長＞ 

 平成 27年 7月 8日（水）「図書室での子どもたちの様子」 

 梅雨で、雨模様のこの頃、図書室で読書を楽しむ子どもたちが目につきます。夏休みを前に、本を借り

たり、図書室の指導員に新しい本の紹介を受けたり、おもしろそうな本を教えてもらったりする子もいま

した。 

           

＜校長＞ 

 平成 27年 7月７日（火）「PTA心肺蘇生法講習会」 

 ＰＴＡ環境保健委員会では「心肺蘇生法講習会」を実施しました。消防署から講師の方を招き、夏休み

の子どもたちのプール開放に向け、「ＰＴＡ水泳監視当番」における救急救命に備えました。ＡＥＤの使

い方や人工呼吸法について実習し、すぐに活用できるようにしました。 

           

       

＜校長＞ 



 平成 27年 7月 6日（月）      「クラブ活動」 

 月に１～２回行われるクラブ活動がありました。クラブ活動には多くの地域の外部指導者の皆さんが来

てくれます。「地域の方が進んで子どもたちと関わってくれる」これが本校の特色でもあります。いろい

ろなことを教えてくれたり話し相手になってくれたりと、本当にありがたいです。おかげでクラブ活動が

楽しみになる児童が増えました。 

           

          大正琴                手  芸  

           

       トールペイント                       昔の遊び 

＜校長＞ 

平成 27年 7月 6日（月）「夏まつり集会」 

 1 時間目に全校で夏まつり集会を行いました。昨年までは、七夕集会として行っていました。この集会

は、夏を迎えるにあたり、夏にかかわるクイズや踊り（ダンス）、ビンゴゲームを来迎寺小学校児童みん

なで仲良く楽しもうと、計画委員会の皆さんが計画してくれました。全校児童の顔が笑顔いっぱい、心が

一つになる集会となりました。 

           

         ダンス                ビンゴ入賞者 

＜校長＞ 



 

平成 27年 6月 29日（月）～7月 1日（水）「５年生 山の学習 」 

 ５年生は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「みのり」とし、みん

なで「助け合い」「自立」「元気」の心が今以上に実ることを誓いました。１日目は、野外センターにつく

途中で大田切川の川遊び、繭を使った置物つくりを体験しました。開所式後の夜には、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、午後はカレーライス作りに挑戦し、夜はきも試しを行いました。 

 

           



  ３日目は、閉所式後に野外センターを出発し、農園でブルーベリー狩りやジャム作りを行いました。

昼食後にもかかわらず、おいしくてたくさんのブルーベリーを食べたようです。    

  

           

         

       

＜校長＞ 

 平成 27年 6月 28日（日）「おやじの会 紙飛行機会」 

 おやじの会の皆さんが紙飛行機大会を開催してくれました。多くの子どもたちと保護者が参加して紙飛

行機づくりや飛距離競争で楽しいひと時を過ごしました。紙飛行機づくりに夢中になるのは子どもたちだ

けではありません。お父さんお母さんも子どもの紙飛行機の飛距離に負けまいと一生懸命でした。子ども

たちの個人戦や親子２人の飛距離を合わせた団体戦がありました。 

 

           

 

           

       

       

＜校長＞ 



 平成 27年 6月 28日（日）「プール横通学路のかさ上げ工事」 

 プールの西側にそって校庭に至る通学路は、雨が降ると水がたまって子どもたちは歩きにくくなりま

す。そこで、隣の児童センターの駐車場の表面の土を削って、通学路に入れて高くしました。これで雨の

日、子どもたちは歩きやすくなるはずです。 

 

              

＜校長＞ 

 平成 27年 6月 27日（土）「知立市子ども会ドッジボール大会」 

 福祉体育館で子ども会どっちボール大会が開催され、来迎寺小学校区からは、男子の「シャーク」と「ス

ネーク」の２チーム、女子の「ローズマリー」の１チームが参加しました。応援にかけつけた家族や友だ

ちの大きな声援を受けながら、互いに声を掛け合いながらチームワークよくコートをかけ回りがんばりま

した。 

 

           

 

           

＜校長＞ 



 平成 27年 6月 26日（金） 「3年・1年 PTA親子活動」  

 ３年生が１・２限目、１年生が３・４限目にＰＴＡ親子活動を行いました。あいにくの雨にもかかわら

ず、ほとんどの保護者の皆さんにご参加いただき、子どもたちも大喜びでした。親子で触れ合う楽しいひ

と時を過ごすことができました。３年生はドッジビー、１年生は「フラフープ電車リレー」や「ボールは

さみかに歩きリレー」を実施しました。 

 

           

       

       

＜校長＞ 

 平成 27年 6月 24日（水） 「第 1回校内学校保健委員会」  

 今年度の学校保健委員会の実践活動は「腰を立てて座る」です。正しい姿勢を意識して休業を受ければ、

やる気が出る、集中力がつく、行動がすばやくなる、内臓の働きがよくなる、気持ちが落ち着く、体の動

きが美しくなるといったメリットがあります。全校児童で実践中です。今日は、講師にスマイル接骨院の

鈴木能生先生を招いて、保健委員会の子どもたちやＰＴＡ環境保健委員の皆さんを対象に「正しい姿勢と

子供の成長について」をテーマにお話や実技指導をしていただきました。参加者全員が、からだ全体で正

しい姿勢の大切さを実感する会となりました。 

 

           

       

       

＜校長＞ 

  



平成 27年 6月 24日（水） 「1年生 あさがおの世話」  

 １年生の皆さんは 生活科の授業に一環で一人一人自分のあさがおを育てています。毎日水やりや世話

をし、ずいぶん成長しました。「先生、ぼくのあさがお見て。またつるがながくなったよ。」と声をかけて

くれます。夏休みには家庭に持ち帰って、家で育てていただくと思います。よろしくお願いします。 

 

           

       

       

＜校長＞ 

 平成 27年 6月 24日（水） 「山の学習 火の舞の練習」  

 ５年生は６月２９日（月）から伊那市にある知立市野外センターに、２泊３日で山の学習に出かけます。

夕闇に包まれる中で行われるキャンプファイヤーのメインイベントとして披露される「火の舞」を練習す

るために担当メンバーの児童が連日練習を積み重ねてきました。今朝は、トーチ棒に実際に火をつけてリ

ハーサルをしました。「油をしみこませたトーチ棒が重い」「火をつけるとこんなに暑いんだ」と驚きなが

らも、一糸乱れぬ素晴らしい演技を見せてくれ、かけつけてくださった保護者の皆さんからも大きな拍手

をいただきました。当日の夕闇の中での「火の舞」が楽しみです。 

 

           

       

       

＜校長＞ 

  



平成 27年 6月 20日（土） 「知立市少年の主張大会」  

 パティオ花しょうぶホールで「第 32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年の松原稜くんが代表として「ペットの殺処分をなくすために」をテーマに愛犬を動物愛護センター

から引き取った経験から学んだことや、ペットを売る人とペットを飼う人の責任のあり方について自分の

考えを主張しました。聴衆の心を打つ力強い発表でした。 

 

           

       

       

＜校長＞ 

  

平成 27年 6月 17日（水） 「２年生 町たんけん」  

 ２年生は生活科の学習の一環として、今までに２回の「まち散歩」と２回の「町たんけん」を実施しま

した。今日は最後の町たんけんの日で、自分が興味を持ったことを深く調べる活動でした。観光ガイドの

宮崎さんや今後はまとめる活動に入っていきます。 

 

           

       

       

＜校長＞ 



 平成 27年 6月 16日（火） 「３年生 自転車乗り方教室」  

 警察、交通指導員、市役所安心安全課、ＰＴＡ児童活動支援委員や３年学年委員の皆さんをお迎えし、

３年生児童が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。３年生は、説

明をよく聞いたり、教えてもらうと「ありがとうございました」といえる子が多く、りっぱだとおほめの

言葉をいただきました。サドルの高さが合っていなかったり、ヘルメットのひもの長さが調整できない子

がいました。日頃からご家庭において、交通安全の指導とともに、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 27年 6月 15日（月）16日（火） 「たんぽぽ組 夏の合宿」  

 たんぽぽ組 8人は、電車やバス乗り継いで刈谷市洲原公園の洲原ロッジに「夏の合宿」へ出かけました。

１日目の主な活動は、プール遊びと夕食づくりでした。みんなで協力して作ったカレーライスとサラダは

最高においしかったです。２日目の主な活動は、朝食づくりと「岩が池公園」での遊具遊びでした。みん

なで協力し、一緒に活動することの楽しさや大切さを学びました。 

           



 

           

＜校長＞ 

 平成 27年 6月 13日（木） 「子ども会ドッジボール練習」  

 6月 27日（土）に開催される「知立市子ども会ドッジボール大会」に向けて、来迎寺小学校区の子ども

会の皆さんが練習に励んでいます。大会での健闘を期待したいです。 

 

           

＜校長＞ 

 平成 27年６月１１日（木） 「コンサートデリバリー」  

 「世界１周音楽旅行」と題して、コンサートデリバリーを開催しました。全校児童と多くの保護者や地

域の皆さんで鑑賞することができました。３人の演奏者（ピアノ、ファゴット、オーボエ）が、楽器の説

明やいろいろな国の音楽を演奏してくれました。すばらしい音色に魅了されました。また、妖怪ウオッチ

などの子どもたちの親しみのある演奏で一緒に歌ったり踊ったりして、楽しいコンサートとなりました。 

 

           



       

           

             

＜校長＞ 

  

平成 27年 6月 8日（月）～10日（水） 「秋花壇の移植作業」  

 学校の秋花壇を彩る花の苗の移植ボランティアを募ったところ、今日は数人の方が快く参加し、午前中

の長時間にわたり作業をしてくださりました。昼食の時間も忘れて、作業に没頭していました。おかげで

例年よりも多い苗の移植ができました。秋にはマリーゴールドやサルビアなど、花いっぱいになる来迎寺

小学校が楽しみです。 

 

                 

＜校長＞ 

 平成 27年６月８日（月） 「読み聞かせ活動」  

 図書ボランティアの皆さんによる「読み聞かせ」が全学級で実施されました。ボランティアの皆さんの臨

場感あふれる豊かな表現に、どの学年・学級の児童と目を凝らし、集中して読み聞かせを聴いていまし

た。終わった後は「もう一つの本の読み聞かせをしてほしい。」と思う子どもたちの思いが伝わってきま

す。図書ボランティアの皆さんありがとうございました。 

 



           

       

           

       

       

＜校長＞ 

 平成 27年 6月 7日（日） 「7万人クリーンサンデー」  

「７万人クリーンサンデー」には、牛橋公園の集積所に学校代表の児童の皆さんが協力しました。来小

職員も 6人程度参加し、お手伝いするとともに地域清掃に貢献する子どもたちの様子を見守りました。

来迎寺小学校の周りは地域の皆さんのおかげで、ゴミの少ない地域ですが小さなゴミでも一生懸命に

集めてくれる地域の皆さんに頭が下がる思いです。 

 

           

       

       

＜校長＞ 

  



平成 27年 6月 6日（土） 「PTAレクリエーション大会」  

今日は知立市小中学校ＰＴＡ連絡協議会「ＰＴＡレクリエーション大会」でした。「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種目をそれぞれ市内 10小中学校対抗で行いま

した。来迎寺小学校は総合３位、昨年度の 6位からずいぶん躍進しました。今年は紫色のユニホームを

新調し、心を一つに大会に臨みました。本来ならば優勝しても不思議ではない活躍でしたが、結果より

も楽しく親睦し、互いの団結を図ることを優先しました（たぶん）。優勝は来年の課題としました。自分の

出場しない種目で懸命に応援し合うＰＴＡの皆さんの様子が印象的でした。 

 

           

       

           

＜校長＞ 

 平成 27年 6月 5日（金） 「学校公開日・5年山の学習説明会」  

 今日は 1日を通しての学校公開日。多くの保護者の方にお子さんの学校生活を参観していただきまし

た。普段みられない授業や放課、給食や学級活動の様子を見ていただき、お子さんの成長を確認して

いただきました。5年生の保護者の皆さんには、初めての宿泊体験が楽しく有意義なものになるように

と、さらに「山の学習説明会」にも参加していただきました。 

           



           

＜校長＞ 

 平成 27年 6月 5日（金） 「４・５・６年 福祉実践教室」  

 障害がある人たちが、どんな不自由をしているのか体験し、自分が実際にサポートしてあげられる手

立てを考える学習しました。４年生は「車椅子」「点字」「要約筆記」、５年生は「ガイドヘルプ」「手話｣「福

祉ビデオ」、6年生は「高齢者疑似体験」「プチ体験」「講話」のそれぞれ３つの講座を学習しました。障害

のある人のある人を含めて、すべての人と「ともに生きていく」ことの大切さをしっかりと心に刻んだよう

です。  

           

＜校長＞ 

 平成 27年 6月 4日（木） 「歯科検診」  

6月 4日～10日が「歯の衛生週間」です。この日に合わせたかのように 5，6年生が歯科検診を行いまし

た。学校歯科医の竹内先生に、一人一人の歯をしっかりと診察していただきました。 

                

＜校長＞ 



  

平成 27年 6月 2日（火） 「体力テスト」  

 体力テストではどの子も自分の記録に目標を持ち、限界に挑戦する真剣な姿がうかがえました。ま

た、友達同士で励ましあったり、ライバルに負けじとがんばる子もいました。 

 

           

          上体おこし                    反復横とび 

           

           上体そらし                   シャトルラン      

＜校長＞ 

 平成 27年 6月 1日（月） 「歯の集会」  

保健委員会の皆さんが、全校生徒の歯を守ろうと、歯のばい菌や病気、歯の磨き方の方法をわかりや

すく説明してくれました。また、学校歯科医の竹内先生が、歯の健康を保つことの大切さを説明してくれ

ました。 

 

           

       保険委員会の説明                

  



 

          

      竹内学校歯科医さんの説明 

 

＜校長＞ 

平成 27年 5月 30日（土） 「コミュニティーのつどい」  

 来迎寺小学校区のコミュニティーの集いが開催されました。オープニングを飾ったのが、来迎寺小学

校が誇るマーチング・バトン部。見事な演奏と息のぴったりと合った演技に「すごいっ！」という歓声が上

がりました。歌や踊り、演奏の披露では来迎寺小学校の児童の皆さんの出演もあり、コミュニティーの会

を盛り上げていました。 

 

           

          マーチング                     バトン 

           

           大正琴                    カラオケ  

 

＜校長＞  



平成 27年 5月 28日（木） 「教職員心肺蘇生法講習会」  

 プール清掃が終わり、いよいよ「プール開き」が迫ってきました。プール開きに合わせ、全職員参加で

心肺蘇生法やＡＥＤの使用方法の講習会を実施しました。大切な子どもたちの命を守るために、万が一

の場合はいつでも対応できる技術を身につけました。  

           

＜校長＞  

平成 27年 5月 28日（木） 「学校安全情報共有化ネットワーク訓練」  

 子どもたちの不審者の侵入と下校の安全を目的に、はぐくみ隊やこども 110番の家などの地域の皆さ

ん、保護者の皆さんと情報を共有しながらの訓練を実施しました。学校では、防犯避難訓練と防犯教

室、集団下校訓練を実施しました。防犯教室では、生活委員会の子どもたちが不審者から身を守る心

構えを劇やキーワードで全校児童に紹介してくれました。 

 

           

                 生活委員の劇 と よびかけ  

＜校長＞  

平成 27年 5月 27日（水） 「お弁当の日」  

 今日は運動会が雨で順延になった日のための給食のない日。「給食とお弁当とどっちがいい？」と聞く

と、「お弁当がいい！」と子どもたちは答えます。でも、毎日お弁当だったら家庭では大変だろうと思いま

す。「先生、お弁当見て」とどの子も声をかけてくれます。手作りのカラフルな弁当にびっくりしました。 

 



           

＜校長＞  

平成 27年 5月 27日（水） 「プール掃除」  

 いよいよプールの季節。５年生・6年生がプール掃除にがんばってくれました。 

 

           

＜校長＞  

平成 27年 5月 23日（土） 「くすのきふれあい運動会」  

  さわやかな天気の下、来賓、保護者、地域の皆様に参観・声援していただき、「くすのきふれあい運

動会」が盛大に実施できました。今年のテーマは「見てくれる人に感動を！」。「全力」で動き、友達や他

学年に人と協力し合ったり、応援し合ったりして「団結」する姿で感動を与えようとがんばりました。子ど

もたちとふれあう、１，２年の“玉入れ”、３，４年の“台風の目”、５，６年の“綱引き”、そして全校種目の

“ジャンケン・ジェンカ”では、保護者や地域の皆様のおかげで楽しい運動会となりました。ありがとうござ

いました。 

 

           



           

   

           

   

           

＜校長＞  

平成 27年 5月 23日（土） 「お父さん方の運動会」  

 運動会の当日、朝 7時ちょうどに学校の校門が開かれます。家族で昼食を楽しくとれる場所をめざし

て、お父さん方が運動場に駆け込んできます。さながらお父さん方の運動会のようです。わが子を思う

気持ち、家族で過ごす時間を大切にしたいと思う気持ちが伝わってきます。そして、和やかな雰囲気の

来迎寺小学校テント村が出来上がります。 

           

＜校長＞  



平成 27年 5月 20日（水） 「5年生 田植え」  

 ５年生が米作りの学習の一環で「田植え」を経験しました。「田おこし」「代かき」に続く、大事な作業でし

た。米作りの大変さを身をもって体験したようです。 

 

           

＜校長＞  

平成 27年 5月 17日（日） 「八橋子供会祭礼みこし」  

 日吉神社大祭おける「八橋子供会祭礼みこし」が子どもたちの参加で行われました。かしのき子供会、

ポプラ子供会、さつき子供会、かきつばた子供会の子どもたちが工夫して作った華やかなみこしをみん

なで担いだり引いたりしながら町内を練り歩きました。子どもたちの「わっしょいっ！わっしょいっ！」のか

け声に地域の人たちが家から顔を出して、笑顔で見送ってくれました。子どもたちが地域と一体になるこ

のような伝統を大切にしていきたいです。 

 

           

＜校長＞  

平成 27年 5月 8日（金） 「５年生 消防署見学」  

 4年生全員が、知立市の消防署に社会科の学習で出かけました。消防署では、隊員の方から車両や

建物の中、訓練の様子を見せていただき、説明を聞きました。最後に「消防署で働いている人の数

は？」「1年に何回火事は発生するの？」などと質問をいっぱいして、答えていただきました。 

 



           

＜校長＞  

平成 27年 5月 7日（木） 「たんぽぽ組 かきつばた茶会・写真さつえい会」  

 たんぽぽ組みんなで、無量寿寺の「かきつばた茶会」に出かけました。かきつばたは満開が例年より

早いようで、もう終わりがけでした。まずは、いつもご指導いただいているお茶の講師の先生方が抹茶

をたててくださり、おいしくいただきました。そのあとは無量寿寺での「写真さつえい会」をしました。 

 

           

＜校長＞  

平成 27年 5月 1日（金） 「ペンキ塗り」  

 ＰＴＡとおやじの会の皆さんが、校庭の遊具のペンキ塗りしてくださいました。遊具の安全を保ち、子ど

もたちが興味をもって遊んでくれるようにとカラフルに塗り分けてくれました。 

 

           

＜校長＞  



平成 27年 4月 30日（木） 「はぐくみ隊総会・一斉下校」  

 本日 14時 15分から「はぐくみ隊総会」が開催されました。平日にもかかわらず、多くの隊員の皆さん

が参加してくださいました。日ごろから、登下校や校内の見守りをはじめ、学校行事等、本校の教育活

動にもご協力とご支援をいただいている方々です。はぐくみ隊員の皆様のおかげで、来迎寺小学校の

子どもたちは日々安心して過ごせ、とても健やかに成長しております。心から感謝しております。終了後

も子どもたちと一緒に一斉下校していただきました。 

 

           

＜校長＞  

平成 27年 4月 27日（月） 「クラブ活動の開始」  

 第１回目のクラブ活動がありました。４年生にとっては初めてのクラブ活動になります。期待と不安が

入り混じった表情でしたが、６年生や５年生の動きを見ながらてきぱきと動いていました。今年１年間の

活動内容を確かめあった後、さっそく活動を始めるクラブもありました。多くの外部指導者の皆さんが駆

けつけ、ていねいに指導してくれました。 

 

           

＜校長＞  

平成 27年 4月 24日（金） 「5年生 田おこし」  

 ５年生が「総合的な学習に時間」に「田おこし」に挑戦しました。これから半年をかけて自分たちの手で

実際にお米を作っていく中でいろいろなことを体験したり学習したりします。今日はその出発点の体験学



習でした。自分で持ってきたスコップなどの道具を使い、田んぼの土を起こした後、トラクターに乗せても

らって田おこしする体験をしました。 

 

           

＜校長＞  

平成 27年 4月 24日（金） 「避難訓練」  

 火災の発生を想定した「避難訓練」を実施しました。「お・は・し・も」を全校児童で意識した訓練を行い

ました。（「お」…おさない 「は」…はしらない 「し」…しゃべらない 「も」…もどらない）消防署の方にも

来ていただいて、避難訓練の様子の指導をしていただくとともに、職員による屋内消火栓や消火器の放

水訓練も見ていただきました。 

 「避難訓練」は、万が一の場合に「自分の命を守ること」と一緒に生活する「友達の命を守ること」がで

きるようにするためであることを全校児童で確認し合いました。 

 

           

＜校長＞  

平成 27年 4月 22日（水） 「1年生を迎える会」  

 入学したばかりの１年生を早く来迎寺小学校の仲間に入れようと、計画委員会の児童が考えた「１年

生を迎える会」が開催されました。 

 ２年生から６年生がみんなで盛り上げ、クイズやゲーム（ジャンケンジェンカ）を全校児童で楽しみ、１

年生の皆さんが「楽しかった」と喜んでくれた会となりました。 

 



           

 

＜校長＞  

平成２７年４月１６日（木） 「１年生交通安全教室」  

 雨の日が続く中、とてもいい天気に恵まれ、１年生の交通安全教室が実施できました。安城警察、市

交通指導員、市安心安全課の皆さんに来ていていただき、正しい道路の歩き方や横断歩道の渡り方に

ついて指導していただきました。実際に学校の周りの道路や横断報道を 1年生の保護者の皆さんと渡

り、命を守る大切なポイントを確認しました。 

 

           

 

＜校長＞  

 平成２７年４月１７日（金） 「授業参観・ＰＴＡ総会」  

 「授業参観」には 589名の保護者の皆様に参観していただき、「ＰＴＡ総会」には 496名の皆様に参加し

ていただきました。今年度から実施しましたその後の「引渡し訓練」でも多くの家族の人たちに参加して

いただきました。本当にありがとうございました。 

 本年度から本校に赴任した教員が、保護者の参観率の高さにびっくりし、「これが来迎寺小学校区な

のですね。保護者の関心の高さに驚くとともに、責任感を感じました。」と話していました。 

 ＰＴＡ総会では、27年度のＰＴＡ役員・実行委員・幹事や活動内容の承認がされました。校長から、保

護者・学校・地域で協働したい「３つのキーワード」についてお話ししました。 

 

 



 １ 「思 考 力」 ・・・  「自分で考えたり、友達と考え合ったりするのは面白い。考えることは楽し

い。」と子どもたちが言ってくれる学習をめざしていきます。 

 ２ 「あいさつ」 ・・・  地域の人たちに活力を与える子どもたちのあいさつを「大きな声」「笑顔」

「おじぎ」を加えて、パワーアップさせましょう。 

 ３ 「試  練」 ・・・  来迎寺小では保護者と協働しながら、その子が乗り越えられる高さのハー

ドルを用意し、つまずきながらも自分の力で乗り越えていく姿を誉めたり、評

価したりして、自立を促す教育をめざします。 

 

           

 

           

 

＜校長＞  

平成２７年４月８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、三浦敏恵先生、松永彩子先生が退職されました。また、橋本博司校長先

生（市教育委員会学校教育課）、三矢つね美先生（知立西小）、河邊るみ子先生（八ツ田小）、宮島香余

先生（知立東小）、石原尚也（豊山町立豊山小）、山本憲子先生（知立南小）、鈴木杏莉先生（刈谷市立

朝日小）が転出されました。 

 離任者一人一人から、お別れのあいさつをしていただいたあと、児童代表がお礼のメッセージととも

に、花束を贈呈しました。 

 



           

＜校長＞  

  

平成２７年４月６日（月） 「入学式・始業式」  

 96名の新入生を迎え、全校児童 636名の子どもたちの新学期が始まりました。 

 校長から新入生の皆さんに３つのお願いをしました。「ごはんをしっかり食べましょう」「楽しくお勉強し

ましょう」「交通事故に気をつけましょう」という話です。 

新入生の保護者の皆さんには、「学校は、子どもに試練を与えて自立させていくところです。その子が乗

り越えられるだけの試練を与えて、自分の力で乗り越えさせて伸ばしていくことを来迎寺小学校教職員

のモットーとしていきます。」というお話をしました。 

 

           

＜校長＞  

  

 


