
平成２９年３月２４日（金）    「修了式」 

 来迎寺小学校の 1年生から 5年生までの児童は、1年間よくがんばり、修了式を

迎えました。修了証を代表の児童に渡しました。 

           

 

           

       

 

＜校長＞ 

平成２９年３月１６日（木）    「卒業式」 
 

 澄み渡った青空、温かい春の日差しの中で卒業式が行なわれました。成長した

６年生の姿を保護者の皆さんも、地域の皆さんも万感の思いで見つめていまし

た。 

           

 

  



           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２９年３月１４日（火）    「卒業式予行・６年間皆勤賞」 
 

 卒業式の予行練習をしました。その後、６年間の皆勤賞を５名に渡しました。ま

た、各種コンテスト等で入賞した子ども達への伝達表彰をしました。 

           

 

           

 

  



           

       

＜校長＞ 

平成２９年３月１０日（金）    「６年 奉仕作業」 
 

 お世話になったお礼にと、6年生が全員で、窓ガラスやトイレ、体育館のギャラリ

ー等を磨き上げてくれました。さわやかな卒業式を迎えられそうです。 

           

 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２９年３月１０日（金）    「６年生を送る会」 
 

 在校生全員で、これまで学校をリードしてくれた６年生に感謝の気持ちを表す会

を行ないました。ゲームを一緒にし、思いでアルバムを見て、歌や手づくりの花を

プレゼントしました。 
  



           

 

           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２９年３月７日（火）    「６年生 卒業制作と卒業式練習」 
 

 ６年生の教室をのぞくと、来迎寺小学校の校歌のメロディーを奏でるオルゴール

箱の制作に取り組んでいました。思い出をいっぱい載せた図案でした。卒業式の

練習も始まり、有終の美を飾ろうと一人一人懸命なまなざしで取り組んでいまし

た。 

           

 

  



           

       

＜校長＞ 

平成２９年３月６日（月）    「滑り台 すべり初め」 
 

 1年生が、新しい遊具「滑り台」の滑り初めをしました。何十年も使う遊具にする

ために大切に安全に使おうと約束し、みんなで滑って楽しみました。高鉄棒も高学

年の子たちには人気で、逆上がりやさまざまな回転技にチャレンジしていました。 

           

 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２９年３月６日（月）    「読み聞かせ最終回」 
 

 今年最後の読み聞かせがありました。楽しい話や心温かく絵本を読み聞かせて

くれたボランティアの皆さんに、しっかりとみんなでお礼を言いました。   



           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２９年３月２日（木）「赤い羽根共同募金感謝状」 
 

知立市共同募金委員会から、感謝状をいただきました。全校児童とその保護者、

教職員の思いを募金に託して渡したことによるお礼です。 

        

       

  

＜校長＞ 

平成２９年３月１日（水）「交通少年団 団旗継承式」 
 

卒業する６年生から、下級生を見守る新たな交通少年団となる５年生への団旗継

承式がありました。交通事故０をめざして新たな１年のスタートです。   



           

       

＜校長＞ 

平成２９年３月１日（水）「平成２９年度のＰＴＡ発足」 
 

２９年度にＰＴＡ活動を進めてくださる皆さんが一斉に集まり、顔合わせと活動内容

の確認をしました。子どもたちの健やかな成長のために、１年間よろしくお願いし

ます。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２９年２月２８日（火）「５年生 煎茶体験教室」 
 

煎茶の酒井千鶴子先生のほか７名の先生方が５年生の煎茶の指導に来てくれま

した。お湯の温度や入れ方で同じ茶葉が、玉露（ぎょくろ）茶やいろいろな味の煎

茶に変わることをしっかり体験しました。煎茶のおいしさにみんなで感動しました。 

           

       

  



＜校長＞ 

平成２９年２月２７日（月）「感謝の会」 
 

子どもたちを温かく見守ってくださった地域の皆さんをお迎えし、全校児童で感謝

の気持ちを伝えました。PTAの皆さん、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ボランティアの皆さん、おやじの会の皆さん、ク

ラブ活動ゲストティチャーの皆さん、給食配膳員の皆さんなど、本当に多くの皆さ

んに来校していただきました。一緒にゲームを楽しみ、歌や手づくりプレゼントを渡

し、お礼をしました。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２９年２月２３日（木）「愛知県人権作品コンクール入賞」 
 

本校４年生の富永音葉さんが、愛知県人権作品コンクール・ポスターの部で優秀

賞に輝きました。富永さん以外にも、ポスターの部５名、習字で１名が奨励賞にな

りました。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２９年２月２２日（水）「５年生知立駅前開発工事の説明と見学」 
 

学校で市の担当者から説明を聞いた後、知立駅周辺の名鉄線立体交差や駅前
  



開発の工事現場を５年生の子どもたちが見学に行きました。５年生が高校３年生

のころには完了する工事ですが、将来様変わりする知立駅周辺の風景を見て、び

っくりしていました。 

           

       

＜校長＞ 

平成２９年２月２２日（水）    「滑り台と高鉄棒の設置工事」 
 

新しい滑り台と高鉄棒を中庭に設置します。滑り台が今までなかったので、低学

年の子どもたちは楽しみにしています。高鉄棒も設置しますので、来迎寺小学校

の子どもたちにますます体力をつけていってほしいです。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２９年２月２２日（水）    「なかよし遊び」 
 

異学年のペア学級の子こどもたちがなかよし遊びをする日です。外で鬼ごっこやド

ッチボール、教室でハンカチ落としや伝言ゲームなどをして、楽しい昼食後のひと

時を過ごしていました。 
  



           

 

           

   

＜校長＞ 

平成２９年２月２１日（火）    「朝の体力つくり」 
 

少しずつ寒さも和らぎ、春めいてきましたが、まだまだ来た風は冷たいです。北風

に負けずに来迎寺小学校の子どもたちは、毎週の火曜日と金曜日に朝のマラソ

ンで体をたくましく鍛えています。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２９年２月２０日（月）    「児童集会」 
 

 インフルエンザの拡大防止のため、全校児童が一斉に集まる集会がなかなかで

きませんでした。やっと今日は児童集会を開き、図書委員会と栽培委員会の子ど

もたちの発表や、賞をいただいた子たちへの伝達表彰、感謝の会のための歌練
  



習ができました。全校で集まれることの喜びをみんなで感じました。 

           

       

＜校長＞ 

平成２９年２月１７日（金）    「５年生 サッカー指導会」 
 

 寒い中、一生懸命にサッカーの練習を重ねてきた５年生のサッカー指導会があ

りました。男女分け隔てなくチームで協力し合い、クラスで応援し合って試合に臨

んでいました。今年１年間、どの学年よりも欠席も少なく、元気のよかった５年生が

まさにその真価を発揮する姿がほほえましかったです。 

           

 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２９年２月１０日（金）    「６年 ＰＴＡ親子活動」 
 

 平日の寒い中にもかかわらず、６年生の保護者の皆さんのほとんどが参加して
  



くれました。卒業間近の子どもたちとともに過ごして励ましてくださる姿に心を打た

れました。親子での二人三脚やボール運び、綱引きは子どもたちにとって心に刻

まれる小学校生活の思い出となるはずです。子どもたちの応援合戦もすばらしい

演出で、育ててくれた保護者への感謝の気持ちを感じました。 

           

 

           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２９年２月１０日（金）    「最後のＰＴＡ実行委員会」 
 

 平成２９年度最後のＰＴＡ実行委員会が行なわれました。今年のＰＴＡの皆さんの

精力的な活躍で、今年一年のさまざまな行事を充実させることができたことをあら

ためて感謝する会となりました。 
  



           

       

＜校長＞ 

平成２９年２月５日（日）    「知立市マラソン大会」 
 

 あいにくの雨でしたが、マラソン大会が実施されました。来迎寺小学校の子ども

達もびしょぬれになりながら、ゴールを目指しがんばっていました。 

           

 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２９年２月３日（金）    「新１年生 入学説明会」 
 

 ４月から本校の１年生となる園児たちが、保護者と一緒に「入学説明会」に来てく

れました。保護者は体育館で説明を聞き、園児たちは、現 1年生と交流会をしまし

た。つけてくださる保護者の姿もありました。 
  



           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２９年２月３日（金）    「 豆まき 」 
 

 今日は節分。そして明日は立春。暦のうえでは春ですが、寒さは厳しくなるばか

りです。たんぽぽ組や 1年生の教室に赤鬼と青鬼が現れ、災いは去り、福が教室

に来るようにと、豆まきをしました。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２９年１月３１日（火）    「６年生 租税教室」 
 

 税金って何なのか？税金の使い道は？ということを刈谷法人会知立支部の皆さ

んが講師になって６年生の３学級が学びました。１億円入りのジュラルミンケース

を持たせてもらい、その重さにお金の大切さも感じたようです。 
  



           

       

＜校長＞ 

平成２９年１月３０日（月）    「インフルエンザ感染の影響」 
 

 インフルエンザが猛威を振るっています。先週は 1年 2組（23日・24日）、1年 1

組（25日･26日）を学級閉鎖にし、感染の拡大防止に努めました。ところが本日

は、全校で 99人が感染、感染者の多い 2年 2組（インフル 11、発熱 4）、3年 1組

（インフル 6、発熱 5）、6年 3組（インフル 4、発熱 6）を明日 31日（火）から 2～3日

間を学級閉鎖にします。休んだ子の多い教室は閑散としています。全員がマスク

をかけて授業をしている学級も見られます。家で過ごす日数が多くなったり、家族

に感染したりするので保護者の方も大変だと思います。 

           

    空き机の多い教室              全員マスクの授業 

  

＜校長＞ 

平成２９年１月２７日（金）    「６年生 バスケットボール指導会」 
 

 バスケットボール指導会では、６年生全員が、精一杯自分の力を発揮し合い、互

いに応援し合い、団結を高める大会を見せてくれました。体育館のステージやギャ

ラリーには声援に駆けつけてくださる保護者の姿もありました。 
  



           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２９年１月１９日（木）    「授業参観・子育てを語る講演会」 
 

 寒さが肌を突き刺す中、多くの保護者の皆さんが授業参観に足を運んでくれまし

た。また、廊下に展示してある書初め展にも、目を通していただきました。保護者

や祖父母の皆さんが温かく見守る中で、子どもたちは友達の意見を聞き合う道徳

の授業を進めました。また、授業参観の後の「子育てを語る会」にも多くの保護者

の皆さんが参加してくださりました。二宗博美先生を講師に、豊かな心を持った子

どもを育てる知恵や会話の仕方を学びました。 

           

 

  



           

 

           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２９年１月１７日（火）    「朝の体力づくり」 
 

 体力づくりの一環で、朝の駆け足を全校児童でしました。健康で丈夫な体、そし

てインフルエンザやノロウイルスに負けない体を作ってほしいです。 

           

       

  

＜校長＞ 



平成２９年１月１６日（月）    「1月の読み聞かせ」 
 

 雪が舞う寒波の早朝、読み聞かせボランティアの皆さんが来てくれました。それ

だけでも心が温まりますが、さらにそれぞれの学級で心が豊かになる読み聞かせ

をしてくれました。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２９年１月１５日（日）    「雪の学校」 
 

 学校が雪に覆われました。子ども達がいれば雪遊びができたのですが、週休日

で残念です。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２９年１月１５日（日）    「八橋町文化祭」 
 

 雪が舞う寒い日でしたが、八橋町の公民館は様々な催しとすばらしい展示物で

活気にあふれていました。メインは、八橋町の子どもたちの書初めでしょうか。   



           

       

＜校長＞ 

平成２９年１月１５日（日）    「知立市新春武道大会」 
 

 市内で武道を修行する児童生徒や大人が一斉に集まり、それぞれの種目で大

会を開催しました。雪の降る寒い１日でしたが、会場は参加者の熱気で包まれて

いました。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２９年１月１３日（金）    「５年生 スマホ教室」 
 

 ５年生がスマホ教室で安全で正しい使い方を学びました。これから益々高度で

複雑化する情報化社会を生き抜いていくために必要な知識を身につけました。 

           

       

  



＜校長＞ 

平成２９年１月１１日（水）    「新春 書初め大会」 
 

 新年を迎え、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、１、２年生は硬筆、3年生以上は毛筆で集中して一生懸命書き上げて

いました。１９日（木）と２０日（金）は「書初め展」として廊下に掲示します。なお、１

９日（木）は、１３：００から「一斉道徳授業参観」、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２９年１月７日（土）    「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、小学校の低学年、高学年の部のそれぞれに昨年以上の児童が参加し

ました。ｋｙぷぎカルタを楽しみ、学ぶだけでなく、講師の愛知県かるた協会会長の

伊藤孝男先生からは、百人一首に込められた日本の伝統文化の奥深さを学ぶこ

とができました。 

           

 

           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２９年１月１日（日）    「あけましておめでとうございます」 
 

 あけましておめでとうございます。1月9日まで冬休みが続きます。10日に子ども

達が学校に帰ってくるまで、閑散とした学校を門松が見守ってくれています。   



           

       

＜校長＞ 

平成２８年１２月２１日（水）    「６年生 邦楽鑑賞会」 
 

 ６年生が音楽の学習の一環で、邦楽鑑賞を行ないました。お正月を間近におめ

でたい日本の伝統音楽を堪能しました。 

           

 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１２月２１日（水）    「１年生 大根パーティー」 
 

 １年生が、自分たちで種から育てた大根をおでんにして試食しました。おいしくて

みんながおかわりしていました。おつゆも、だしをとった後の昆布もたいらげていま

した。 
  



           

       

＜校長＞ 

平成２８年１２月１９日（月）    「６年生 薬物乱用防止教室」 
 

 愛知エメラルドライオンズクラブの１７名の皆さんが、６年生が薬物乱用の怖さを

学ぶ教室を開催してくれました。「ダメ！ゼッタイ！」をみんなで確認し合いました。 

           

 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１２月１７日（土）    「来迎寺町文化祭」 
 

 すばらしい天候のもと、第４回の来迎寺町の文化祭が開催されました。子どもた

ちの作品もあり、今年から子どもたちのためにスタンプラリーのイベントも実施して

くれました。 
  



           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２８年１２月１６日（金）    「梅もどき」 
 

 校長室の入り口に、山で採ってきた「つる梅もどき」を飾ったところ、クリスマスら

しくデコレートしてくれた先生がいました。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１２月１４日（水）    「マラソン大会」 
 

 昨日延期になったマラソン大会が、晴天のもと開催されました。多くの保護者の

皆さんが見守る中、冷たい強風をものともせず、子どもたちは精一杯自分の力を

発揮してくれました。観戦に来ていただいた保護者の皆様の温かい応援に感謝し

ます。 

  



           

     ３年 

           

     ４年 

           

     １年 

           

     ２年 

           

     ５年 



           

     ６年 

       

＜校長＞ 

平成２８年１２月１３日（火）    「お汁粉会」 
 

 あいにくの雨でマラソン大会を中止しました。グラウンドは水浸しですが、明日は

きっと実施できるはずです。その代わりに、ＰＴＡの皆さんが、お汁粉を作って振舞

ってくれました。前日の綿密な打合せや準備、そして今日は朝早くから心温まるお

汁粉を全校児童でいただくことができました。みんなで明日のマラソン大会へのパ

ワーを蓄えました。 

           

      水たまりのマラソンコース 

           

     前日 12日（月）のお汁粉事前準備 

  



           

     当日のお汁粉つくり 

           

     お汁粉をもらいにいく児童 

           

     お汁粉のおかわり １年           ２年 

           

     おいしくいただきました 

           

       



＜校長＞ 

平成２８年１２月９日（金）    「３年生 マット運動」 
 

 ３年 1組が研究授業で、元気に楽しくマット運動に取り組む姿を見せてくれまし

た。グループで前転や後転の演技を見合ったり、デジタルカメラで撮り合ったりし

て、良かったところや課題を教え合っていました。仲間と関わり合って成長していく

姿が印象的でした。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１２月８日（木）９日（金）「５年生 デンソーサイエンス学習」 
 

 ５年生のデンソーサイエンス学習が始まりました。手づくりで電磁石やモーターを

作って、その仕組みを学び、その威力を確かめる実験を楽しく行ないました。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１２月７日（水）    「６年生体育研究授業」 
 

 6年 3組が体育授業のティーボールで研究発表を行ないました。市内小中学校

の保健体育研究会の先生方が多く参観しました。チームで一人一人のバッティン

グフォームをタブレットで撮り合い、改善したバッティングフォームでゲームを楽しく

行なっていました。 

  



           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２８年１２月６日（火）    「市内特別支援学級ふれあいの会」 
 

 市内全小中学校の特別支援学級と特別支援学校の通う子どもたちが一斉に集

まり、お餅つきや劇発表、歌などで交流を図る「ふれあいの会」が市中央公民館で

開催されました。ライオンズクラブやあおみの会がもてなしてくださり、楽しい会と

なりました。 

           

 

           

       

  



＜校長＞ 

平成２８年１２月５日（月）    「読み聞かせ会」 
 

 すべての学級に読み聞かせボランティアさんが来てくれました。寒い寒い朝でし

たが、子どもたちの心はお話を聞いて温まりました。 

           

 

           

 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１２月３・４日（土・日）    「市小中作品展」 
 

 パティオ知立で、小中作品展が開催されました。来迎寺小学校の子どもたちの

作品も展示されました。個性豊かに、一生懸命創り上げた一人一人の作品が輝い

ていました。 
  



           

 

           

 

           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２８年１２月１日（木）    「５年生主題研究授業」 
 

 ５年２組が国語「大造じいさんとがん」で研究授業をしました。自分の考えや思っ

たことを仲間にきちんと伝え合う授業を見せてくれました。   



           

       

＜校長＞ 

平成２８年１１月３０日（水）    「２年生研究授業」 
 

 ２年３組がフラッグフットボールで、授業をしました。考えた作戦どおりに動けるよ

うにチームで協力して練習し、相手チームとのゲームで発揮する学習を研究授業

として多くの先生に見てもらいました。仲間と楽しく、きびきび動く姿が印象的でし

た。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１１月２９日（火）    「ＰＴＡスマホ教室」 
 

 県の受託事業を受けている縁（ゆかり）エキスパートの皆さんによる、保護者向

けのスマホ教室を開催しました。３０名ほどの保護者に参加していただき、子ども

たちが安心して使えるスマホの使い方を指導してくれました。 

           

  



       

＜校長＞ 

平成２８年１１月２９日（火）    「５年生ＰＴＡ学年活動」 
 

 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。総合学

習で育てたお米を使って、親子で協力しておはぎ作りに挑戦しました。稲作を指導

していただいた富田さんや協力してくださったあぐり知立の方を招き、感謝をしまし

た。 

           

 

           

 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１１月２９日（火）    「１年・４年主題研究授業」 
 

 １年１組「いろいろなふね」と４年２組「絵から想像を広げて物語を書こう」が、そ
  



れぞれ国語の主題研究授業を行ないました。１年生は、船長さんになって船の説

明文を考えて書き、発表しあっていました。４年生は、秘密の物体がべっこうあめ

になる過程五感を使って観察し、文章にまとめあげました。どちらも友だちと関わ

り合いながら楽しく考え合う授業をしていました。 

           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２８年１１月２８日（月）    「人権集会・全校朝会」 
 

 人権集会では、習字・標語・絵画の人権作品入賞者を表彰しました。１２月の個

人懇談に合わせ、昇降口に掲示しますので保護者の皆様にはぜひご観覧くださ

い。校長からは人権に関する講話として、「見てみぬふりはいじめと一緒」というお

話をしました。また、全校朝会では、「明るい選挙啓発ポスター」「赤い羽根ポスタ

ー」「火災予防に関するメッセージ」「税に関する習字」「メダカと水辺の生き物博士

コンテスト」などの入賞者を表彰しました。 

           

 

  



           

       

＜校長＞ 

平成２８年１１月２８日（月）    「高齢者交通安全教室」 
 

 来迎寺学区交通安全推進協議会主催の「高齢者交通安全教室」が開催されま

した。県警交通安全教育チーム「あゆみ」の皆さんのお話を聞き、参加者全員で

交通安全の意識をあらためて高くしました。 

           

 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１１月２７日（日）    「おやじの会ドッジボール大会」 
 

 本当は、キックベースボール大会の予定でしたが、あいにくの雨模様で体育館

でのドッジボール大会となりました。子どもたちを含めて和気あいあい、５つの学

校のおやじの会が交流しあって親睦を深めていました。 
  



           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２８年１１月２５日（金）    「体育授業研究会」 
 

 本校で、知立市教育研究会体育部の授業研究会がありました。５年１組の障害

走（ハードル走）の学習。仲間と協力し合いながら、元気に活動する子どもたちの

様子を、本校の先生ばかりでなく市内小中学校の多くの先生方に参観し、称賛し

てもらいました。 

           

 

           

       

  



＜校長＞ 

平成２８年１１月２５日（金）     「朝のマラソン練習」 
 

 朝のマラソン練習が始まりました。体力を高め、１２月１３日（火）のマラソン大会

に向けて練習していきます。今年から、姿勢をよくする体幹トレーニングを準備運

動に取り入れました。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１１月２４日（木）    「教職員研修」 
 

 中部大学 小笠原豊先生を招き、授業力向上、教員の力量アップを図る研修を

行いました。先生の軽妙な楽しい講話の中で、教員としての魅力や感性を高める

必要性を感じ、「よし自分もがんばろう」と思う元気をいっぱいもらいました。 

           

 

           

       

  



＜校長＞ 

平成２８年１１月２２日（火）   「５年生 トヨタ車体見学」 
 

 ５年生が社会科の授業の一環として、トヨタ車体を見学しました。自動車を作る

工程を見せてもらい、会社の方からの説明を聞いたり、分からないことを質問した

りしました。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１１月２２日（火）  「ちびっ子警察官来校」 
 

 来迎寺保育園の年長さんが、おまわりさんに扮して、交通指導の一環で来迎寺

小学校に訪問してくれました。交通指導員や保護者会の皆さんに見守られ、一人

ずつ車の安全を確認しながら道路を渡って、来迎寺小学校まで来てくれました。

せっかくの訪問なので、１年生と３年生の教室の授業風景を見てもらいました。 

           

 

           

       

  



＜校長＞ 

平成２８年１１月２０日（日）  「親子川柳表彰式」 
 

 中央公民館で親子川柳表彰式が行われました。来迎寺小学校からは６名の児

童とその家族が入賞し、表彰を受けました。また、佳作になった作品も８作ありま

した。家族の何気ない普段の会話から、温かい心の絆を感じる作品ばかりでし

た。 

           

 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１１月２０日（日）   「牛田町防災訓練」 
 

 今年も牛田町の防災訓練が、穏やかな晴天のもと開催されました。自主防災の

訓練や様々な防災体験ができるコーナーがありました。何よりも、いざという時の

ために支え合う関係、助け合う仲間づくりを目指す活動であると強く感じました。 

           

 

  



           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２８年１１月１９日（土）「オータムフェスティバル」 
 

 あいにくの雨、足元が悪い中を多くの家族の皆さん、地域の皆さん、来賓の皆さ

んが子どもたちの活躍を見に来てくださいました。うれしい限りです。子どもたち

は、見に来てくださる方に自分たちの成長の姿をみてもらおう、感動してもらおう、

感謝の気持ちを演技で伝えようと、がんばりました。 

           

     参観の皆さん                   ４年生 

           

     ４年生                      １年生 

  



           

     １年生                      たんぽぽ学級 

           

     ５年生                      ５年生 

           

     大正琴クラブ                   ２年生 

           

     ２年生                      ６年放送担当 

           

     ３年生                      ３年生 



           

     ６年生                      ６年生 

       

＜校長＞ 

平成２８年１１月１５日（火）「校内オータムフェスティバル」 
 

 １９日（土）の本番に向け、全校児童と職員で、各学年の演技を鑑賞し合う、「校

内オータムフェスティバル」を開催しました。土曜日に見に来てくださるであろう保

護者や地域の皆さんに、去年よりも成長した姿を見せて、感動してもらおうと、ど

の子も精一杯取り組みました。今日は弁当の日となり、教室では温かい家庭の味

を満喫していました。 

           

           ４年生                      １年生 

           

    たんぽぽ学級                 ５年生 

  



           

    ２年生                     ３年生 

           

    ６年生                     お弁当タイム 

           

    お弁当                     お弁当タイム   

＜校長＞ 

平成２８年１１月１４日（月）「立ち幅跳び計測コーナー」 
 

 低学年、高学年それぞれの昇降口の地面に、立ち幅跳びの距離が簡単に分か

る計測ラインを描きました。「昨日の自分の記録に挑戦」を合言葉に、子どもたち

が体力をどんどん伸ばしてほしいです。 

           

 

  



           

       

＜校長＞ 

平成２８年１１月１２日（土）「牛田町文化祭」 
 

 牛田町の文化祭には、子どもたちの工作、絵画、習字、手芸が数多く出品され、

文化的な会場の雰囲気を盛り上げていました。 

           

 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１１月９日（水）「中学生職場体験学習」 
 

 知立中学校の２年生３人が、職場体験学習で１年生の学級で活動しています。 
  



           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２８年１１月８・９日（火・水）「オータムフェスティバル練習」 
 

 本番を来週１９日（土）にひかえ、いよいよオータムフェスティバルの練習に熱が

入ってきました。参観してくださる家族や地域の方、来賓の方に最高の感動を届け

ようと、どの学年の子どもたちも練習にがんばっています。 

           

 

           

       

  



＜校長＞ 

平成２８年１１月７日（月）「第４回読み聞かせ」 
 

 今日も読み聞かせボランティアの皆さんが、全学級に来てくださいました。心が

温かくなるようなお話や夢や希望がふくらむお話をいっぱい聞かせてくれました。 

           

 

           

 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１１月４日（金）「４年生 小中学校音楽会」 
 

 ４年生の代表児童が、市文化会館で行なわれた小中学校音楽会で、今まで積

み上げてきた練習の成果をしっかりと発表しました。リズム、メロディー、ハーモニ

ーに心がけ、聴衆者に感銘を与える歌声を遺憾なく発揮しました。 
  



           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２８年１１月２日（水）「シェイクアウト訓練」 
 

 １時限目と２時限目の間にシェイクアウト訓練を実施しました。黙って教室の机

の下にもぐりこむ、廊下でうずくまるなど、地震が起きたとき自分の身を守る訓練

がしっかりできました。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１１月１日（火）「３年生 月例マラソン」 
 

 ３年生が月例マラソンに取り組んでいました。どの児童も前回の自分の記録を更

新するために、全力を出し切って走っていました。   



           

       

＜校長＞ 

平成２８年１１月１日（火）「戦争体験を聞く会」 
 

 牛田町在住の植田健吾さんを講師に招き、6年生が「戦争体験を聞く会」を行な

いました。植田さんの来迎寺小学校６年生の時期が終戦時であったので、自分た

ちの今の学校生活や家庭での状況と比べて、６年生の皆さんは戦争の時代を考

えるきっかけとなりました。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１０月３１日（月）「全校集会」 
 

 全校集会では、市小中音楽会に出場する４年生代表児童の合唱「未知という名

の船に乗り」「小さな勇気」が全校児童に披露されました。清らかな歌声と迫力に

全校で拍手喝采しました。１１月４日（金）＜１３：４０頃出場予定＞にパティオ知立

で発表します。ぜひ足をお運びください。 

  



           

       

＜校長＞ 

平成２８年１０月３１日（月）「ケンケンパ！」 
 

 校庭のコンクリート舗装の通路に「ケンケンパ」ができる図案を描きました。１回

のケンケンパごとに１０センチずつ間隔が拡がり、だんだん難しくなります。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１０月３１日（月）「クラブ活動」 
 

 待ちに待ったクラブ活動の日でした。外はやや寒い陽気でしたが４年生以上の

児童は元気いっぱい運動に励んでいました。 

           

 

  



           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２８年１０月２８日（金）「社会科研究授業」 
 

 市内教員を対象とした研究授業を６年４組で５限に開催しました。子供たちはグ

ループで活発な意見を交わし、全体で意見交換する姿を市内教員の参加者に参

観してもらいました。その後の教員協議会で、授業のあり方について確認しあいま

した。 

           

 

           

       

  



＜校長＞ 

平成２８年１０月２７日（木）「知立市学校保健大会」 
 

 知立市学校保健大会が開催され、愛知県教育委員会からの健康推進学校表彰

の伝達表彰を受けました。本校が実施している授業中の「姿勢教育（背中ピ

ン！）」や「正しい生活習慣（早ね早おきグッスリン）」などの取り組みが評価を受け

ました。 

        

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１０月２６日（水）「就学時健康診断」 
 

 平成２９年度に新１年生として入学してくる園児たちが、初めて来迎寺小学校に

集まりました。保護者の方と来校し、歯科、眼科、内科、面接検査を受けました。ど

の子も元気いっぱいです。１２０名ほどが受診しましたので、来年度１年生は４学

級になりそうです。 

           

 

           

  



 

           

       

＜校長＞ 

平成２８年１０月２５日（火）「1年生給食指導」 
 

 給食センターから、２名の栄養士さんが来てくださり、１年生の２クラスで給食指

導をしてくれました。楽しく給食を食べながら、給食の大切さや栄養の意味につい

てクイズを交えながら分かりやすく教えてくれました。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１０月２４日（月）「児童集会」 
 

 給食委員会の皆さんが残飯を出さない完食できた優秀学級の表彰や朝ごはん

の大切さを呼びかけてくれました。また、体育委員会の皆さんが外遊びの大切さと

体力づくりを一生懸命やろうと、クイズなどで意識を持たせてくれました。また、６

年生の陸上記録会の入賞者と小中美術展、文集ちりゅう、理科自由研究などでの

優秀作品者を表彰しました。 

  



           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２８年１０月２３日（日）「知立市民大運動会」 
 

  市内各町の皆さんが、町内の親睦と他町との交流を図る市民大運動会がさわ

やかな天候の下で開催されました。牛田町、来迎寺町、八橋町の子どもたちも、そ

れぞれの町内の皆さんと力を合わせ、活躍する姿が見られました。 

           

 

           

       

  



＜校長＞ 

平成２８年１０月２２日（土）「ＰＴＡソフトミニバレー校内大会」 
 

  毎年恒例のＰＴＡ会員委員会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。１６チーム（1チーム５～６人）のリーグ・トーナメントで交流と親睦を兼ね

た大会を開催しました。会場では元気で和やかな声が飛び交い、楽しく汗を流して

いました。 

           

 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１０月２１日（金）「授業参観」 
 

  ５時限目に授業参観がありました。少し緊張気味の児童もいましたが、保護者

やご家族の皆さんが多く参観に来てくださり、いつも以上に張り切って授業に取り

組みました。 

           

 

  



           

       

＜校長＞ 

平成２８年１０月２０日（木）「ブランコの囲い」 
 

  ゆれるブランコの周りを通りかかる人との接触がないように、囲いを設置しまし

た。怪我をする子が出ないようにしたので、思いっきりブランコが楽しんでもらえそ

うです。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１０月１９日（水） 「親子鑑賞会」 
 

  劇団ひとみ座の「弥次さん喜多さんトンチンカン珍道中」の人形劇を午前中は

低学年、午後は高学年に分けて鑑賞しました。子どもたちの笑い声や歓声、拍手

がとびかう楽しい観劇会となりました。多くのご家族の方にも鑑賞していただきまし

た。 

           

  



 

           

 

           

     

＜校長＞ 

平成２８年１０月１９日（水） 「ＰＴＡ春花壇苗の移植作業」 
 

  ＰＴＡ環境保健委員会を中心とした皆さんが、来年春の花壇を彩るパンジーや

ノースポールの苗の移植作業に参加してくださいました。丁寧な作業で苗がすくし

く育ちそうです。 

           

     

  

＜校長＞ 

平成２８年１０月１７日（月）「第３回読み聞かせ」 
 

  読み聞かせボランティアの皆さん２４名が、今日も早朝から各教室に入り、読

み聞かせやストールーテーリングをしてくださいました。お話を聞くときの子どもた   



ちの生き生きとした顔、和やかな笑顔が印象的です。 

           

 

           

 

           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２８年１０月１６日（日）「御鍬神社大祭」 
 

  これ以上ない晴天とさわやかな秋風のもと、御鍬神社の大祭が営まれました。

来迎寺町の子供たちの巫女さんの舞や笛や太鼓、子供みこしの元気な声が地域

を活気付けていました。 
  



           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２８年１０月１５日（土） 「来迎寺学区 活用品バザー」 
 

  活用品バザーが大盛況のうちに終了しました。地域の皆さんがこころよく拠出

してくださり、ＰＴＡの皆さんや来迎寺と八橋保育園の保護者会の皆さんが苦労し

て集めてくださった物品を、地域の皆さんが朝早くから行列を作っていただいて、

購入してくださいました。おやじの会のイベントも盛況で、多くの子どもたちが行列

を作って楽しんでいました。 

           

 

           

  



 

           

     

＜校長＞ 

平成２８年１０月１２日（水） 「６年生 小学校陸上記録会」 
 

  知立小学校グラウンドで陸上記録会が開催されました。多くの６年生保護者の

皆さんが参観に来てくださいました。選手の皆さんは、今まで練習で積み上げてき

た成果のベスト出そうと、一生懸命に競技に臨んでいました。観客席では、自分た

ちの学校の仲間をはちきれんばかりの声で応援していました。水泳記録会にもま

して、励まし合い、支え合い、期待に応えて頑張り合おうとする来迎寺小学校６年

生の成長した、すばらしさが見られた大会でした。 

           

 

           

 

  



           

 

           

 

           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２８年１０月１１日（月） 「後期始業式」 
 

  いよいよ後期が始まりました。児童の皆さんには、後期のがんばる目標を持っ

て過ごそうと話をしました。   



           

       

＜校長＞ 

平成２８年１０月１０日（日） 「牛田神社大祭」 
 

  さわやかな秋晴れのもと、牛田八幡社の大祭が盛大に開催されました。祭礼

では巫女さんに扮した来迎寺小学校の児童が、華やかな衣装、厳粛で清楚な「う

らやすの舞（まい）」で、参詣者を魅了し、お祭りに花を添えてくれました。地域の

結びつきや発展に活躍する姿に感動しました。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１０月５日（水）  「交通安全推進大会」 
 

  あいにくの雨模様で、予定されていた交通安全パレードが変更され、体育館で

交通安全推進大会が行なわれました。マーチングバトンの皆さんが大会を盛り上

げてくれました。 

           

  



       

＜校長＞ 

平成２８年１０月３日（月）・４日（火）「特別支援学級合同宿泊合宿」 
 

  市内小中学校の特別支援学級の仲間たちとの交流を図る合同宿泊学習に出

かけました。1日目は雨でしたが 2日目は晴れて、茶臼山の秋を満喫しました。 

           

 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年１０月２日（日）  「八橋町民運動会」 
 

  長雨の続く中で晴天に恵まれた今日、八橋町民運動会が開催されました。子

どもたちの活躍を中核にして、地域の親睦と発展を図る、明るく和やかで、活気あ

る運動会でした 

           

 

  



           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２８年１０月１日（土）  「保育園・幼稚園運動会」 
 

  将来の来迎寺小学校児童である八橋保育園や来迎寺保育園・知立幼稚園の

運動会です。元気はつらつ、曇り空を吹き飛ばし、家族の皆さんや地域の皆さん

に元気を与える演技を見せてくれました。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年９月３０日（金）  「４年生 合唱練習」 
 

  市小中学校音楽会に向け、4年生の代表の皆さんの練習に熱が入ってきまし

た。おなかに力を入れながらの発声練習、パート別の練習と、自分たちの納得の

いく歌声になるようにとがんばる姿がうかがえました。 
  



           

       

＜校長＞ 

平成２８年９月３０日（金）  「２年生・４年生 親子活動」 
 

  ＰＴＡ学年委員会の皆さんが中心になって、親子活動を計画してくれています。

２年生も、４年生もドッジビーを学級対抗で楽しみました。久しぶりに晴れたさわや

かな気候の下、思いっきり体を動かし、いい汗をかいていました。忙しい中を足を

運んでいただき、一緒になって体を動かしてくださりました保護者の皆さんに感謝

です。 

           

    ２年生                     ２年生 

           

    ４年生                      ４年生 

  

＜校長＞ 

平成２８年９月３０日（金）  「１年生 生き物見つけ」 
 

  学校の校庭に住んでいる生き物をみんなで見つける学習を１年生がしていま
  



す。虫やちょう、小魚を見つけたときは「みつけたー」という元気で大きな声が響き

渡り、みんなが集まり観察していました。 

           

       

＜校長＞ 

平成２８年９月３０日（金）  「朝のかけ足」 
 

 今週から体力つくりの強調週間が始まりました。全校で５分間のかけ足をしてい

ます。一番体力が伸びるスポーツの秋、健康でたくましい体をつくってほしいで

す。 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年９月２６日（月）  「４年生 合唱練習」 
 

  ４年生の代表児童が、１１月４日（金）に行なわれる小中音楽会に出場するた

めの練習を開始しました。音楽室からは美しいハーモニーを創り上げる歌声が聞

こえてきます。当日が楽しみです。 
  



      

       

＜校長＞ 

平成２８年９月２５日（日）  「牛田町民運動会」 
 

  久しぶりに気持ちよく晴れ渡った今日、牛田町民運動会が開催されました。牛

田町の皆さんが、様々な競技で老若男女が集い、楽しく親睦を高め合いながら、

さわやかな汗を流していました。牛田町の児童の皆さんも、子ども会対抗の競技

で元気いっぱい活躍し、運動会を盛り上げていました。 

           

 

           

       

  

＜校長＞ 

平成２８年９月２３日（金）  「６年生 陸上練習開始」 
 

  １０月１２日（水）の陸上記録会に向け、６年生が練習を開始しました。多くの先

生の指導を受けながら、一生懸命に技能を高めようと練習に取り組んでいまし   



た。 

           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２８年９月２３日（金）  「６年生 いじめ防止教室」 
 

 弁護士会から４名の弁護士さんに来ていただき、「いじめ防止教室」を開催しまし

た。それぞれの学級で、いじめについての話を聞き、いじめがどんな問題を引き起

こすのか、いじめをなくすためにはどうしたらよいのかを考えました。この学習を終

え、６年生の皆さんは、今まで以上に明るい和やかな学級づくりを目指してくれる

はずです。 

           

 

  



           

＜校長＞ 

平成２８年９月２３日（金）  「４年生 命の教育」 
 

 ４年生のそれぞれのクラスが、１時限ずつ「命の教育」の授業を保健センターの

方から受けました。赤ちゃんの人形で抱っこの仕方も学び、命の重みを体感しまし

た。 

           

 

           

 

       

  

＜校長＞ 

平成２８年９月２３日（金）  「１年生 自転車安全教室」 
 

 １年生が、来校してくださった保護者の方と一緒に「自転車安全教室」で、自分の

命を守るための自転車の使い方や乗り方を学びました。かけがえのない命を守る   



ために、安城警察の方、交通安全協会の方、市の安心安全課、交通指導員の皆

さん、ＰＴＡの皆さんなど多くの方が一緒に支援してくれました。 

           

 

           

       

＜校長＞ 

平成２８年９月２３日（金）  「第２回学校公開日」 
 

 学校公開日の今日、多くの保護者や家族の方に参観いただき、いつもにもまし

て学校はにぎやかな１日となりました。子どもたちもいつも以上にハッスルしてい

たようです。 

           

 

  



           

       

＜校長＞ 

平成２８年９月１５日（木）１６日（金）  「６年修学旅行」 
 

 待ちに待った修学旅行。奈良、京都の歴史と文化を味わい、友だちとの楽しいひ

と時を満喫できました。何よりも支えてくれた家族へ感謝です。 

           

 

           

    15日 法隆寺                 太子堂で昼食 

           

    大仏殿                    班別行動出発 

  



           

    東大寺南大門前              16日 ｼｬﾄﾚｰｲﾝ京都 朝食 

           

    16日二条城 うぐいす張りの秘密     16日 金閣寺 

           

    清水寺                     お土産選び 

       

＜校長＞ 

平成２８年９月１６日（金）  「４年生 水道出前講座」 
 

 ４年生が水道出前講座を受けました。今勉強している水道の水をきれいにする

仕組みを実際に体験しながら、五感を使って確かめることができました。 

           

 

       

  



＜校長＞ 

平成２８年９月９日（金）  「６年生 修学旅行前の講話」 
 

 修学旅行を１週間後に控え、６年生が鈴木量応 浄教寺住職から、歴史的建造

物である４つのお寺を見学する今回の修学旅行で、どんな視点で見学や参拝した

らよいか、講話を聞きました。おかげで、思い出深い修学旅行になりそうです。講

話の後、全員に手首につける数珠をプレゼントしてもらいました。 

             

 

 

       

  

＜校長＞ 

平成２８年９月８日（木）  「弁当の日」 
 

 心配された台風１３号はきませんでしたが、給食はすでに中止が決まっており、

今日は弁当の日となりました。家族の方が心を込めて作ってくださったおいしいお

弁当をみんなで楽しく食べていました。 

             

  



 

 

       

＜校長＞ 

平成２８年９月７日（水）  「なかよし遊び」 
 

 今日は給食後、なかよし遊びがありました。運動場や中庭、教室や体育館を使

い、１年生と６年生、２年生と５年生、３年生と４年生のペアー学級がなかよし遊び

をしました。台風の影響で蒸し暑い 1日でしたが、暑さを吹き飛ばすぐらい、特に

低学年の子達はお兄さんお姉さんと元気に活動していました。 

             

 

 

             

  



 

 

       

＜校長＞ 

平成２８年９月５日（月）  「読み聞かせ」 
 

 待ちに待った読み聞かせの日です。読み聞かせボランティアの皆さんのお話に

どの児童の表情を見ても、心が引き込まれているようでした。 

             

 

 

             

  



 

 

             

 

 

             

 

 

       

＜校長＞ 



平成２８年９月４日（日）  「地域コミュニティー三世代スポーツ大会」 
 

 さわやかな秋空のもと、来迎寺学区コミュニティー主催の三世代スポーツ大会が

盛大に開催されました。多くの児童も、フロアーカーリングのチームやソフトボール

のチームの一員として活躍していました。 

             

 

 

             

 

 

  



             

 

 

       

＜校長＞ 

平成２８年９月２日（金）  「活用品バザー事前打ち合わせ会」 
 

 10月 15日（土）に実施される活用品バザーに向け、来迎寺小ＰＴＡ、来迎寺保育

園と八橋保育園の保護者会の皆さんが打合せ会を行ないました。各家庭で不要

になった活用品を 10月から集めますので、来迎寺学区の子どもたちの健全育成

と子打つ安全推進のために、ぜひご協力をお願いします。 

             

 

 

       

  



＜校長＞ 

平成２８年９月２日（金）  「１年生 おもちゃで水遊び」 
 

 1年生が、自分たちでつくった水遊び用のおもちゃを使って、みんなで遊んでい

ました。水に浮く船やヨット、水でっぽうなどで楽しみました。 

             

 

 

       

  

＜校長＞ 

平成２８年９月１日（木）  「避難訓練」 
 

 夏休みが明け、元気な子どもたちが学校に帰ってきました。やっと学校も活気を

取り戻しました。そんな中、まずは「防災の日」でもある今日、地震発生を想定した

避難訓練を行ないました。「自分の命を守る。そして仲間の命を守る」ことを大切な

目標に掲げ、全校児童と全職員がで真剣に取り組みました。 

             

  



 

 

       

＜校長＞ 

平成２８年８月２７日（土）  「おやじの会夏祭りイベント・コミュニティーテント

村」  

 かつて３年連続中止になったテント村が、今年は開催できました。おやじの会の

皆さんの各種夏祭りイベント、５年生の有志の皆さんによる火の舞、学区コミュニ

ティの皆さんが行なってくれたナイトシネマや花火で、家族や友人、近所づきあい

でのすばらしい夏休みの思い出を作った児童もたくさんいたと思います。 

             

 

 

             

  



 

 

             

 

 

             

 

 



             

 

 

       

＜校長＞ 

平成２８年８月２０日（土）  「３・４年生代表 よいとこ祭り出演」 
 

 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。多くの保護者の皆さ

んも子どもたちの活躍を参観してくださっていました。 

             

 

 

       

  



＜校長＞ 

平成２８年８月２０日（土）  「親子除草」 
 

 暑い日差しが照りつける中を全校児童と多くの保護者の皆さんが学校の校庭の

草をくまなくきれいにしてくれました。９月の夏休み明けはさわやかな学校で、気持

ちよく学校生活がスタートできそうです。ありがとうございました。 

           

 

       

  

＜校長＞ 

平成２８年８月１４日（日）  「八橋町盆踊り大会」 
 

 無量寿寺の境内で八橋町の盆踊り大会が盛大に開催されました。八橋町の児

童も元気に参加し、多くの子が「こんばんは」と明るく声をかけてくれました。 

           

 

       

  

＜校長＞ 

平成２８年８月８日（月）  「職員研修会」 
 

 夏休みに子どもたちは楽しい家庭生活を過ごしていますが、教員は夏休み中に

様々な研修を行なったり、研究会などに参加したりしています。子どもたちにしっ

かりとした生きる力をつけさせるための力量アップに努めています。 
  



           

 

       

＜校長＞ 

平成２８年８月５日（水）  「６年生 消防学校体験入学」 
 

 市内小学校の６年生の児童代表が、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２８年８月４日（木）  「夏季ラジオ体操」 
 

  それぞれのラジオ体操実施会場では、来迎寺小学校の子どもたちが元気に朝
  



から地域の皆さんと体操していました。 

           

                       浄教寺公園 

           

                      牛田町公民館前 

           

                      牛田八幡社境内 

       

＜校長＞ 

平成２８年８月３日（水）  「保育園児聴力検診」 
 

 来年度、迎寺小学校に入学予定の保育園児が学校に来て、聴力検査を実施し

ました。みんなきちんとした態度で、検査を受けてくれました。 

           

 

  



       

＜校長＞ 

平成２８年８月１日（月）  「夏季ラジオ体操の開始」 
 

 今日から各地区のラジオ体操が開始されました。牛田町下流公園では、多くの

小学生が元気にラジオ体操に参加し、「おはようございます」という明るいあいさつ

が飛び交っていました。 

           

                     牛田町下流公園 

       

  

＜校長＞ 

平成２８年７月２８日（木）  「小学校水泳記録会」 
 

 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発

揮し、今までの自分の記録更新を目指しました。上位入賞者が多く、みんなが自

分の力を出し尽くしていました。競技の成績以上に一致団結した応援もすばらし

かったです。 

 

           

 

  



           

 

       

＜校長＞ 

平成２８年７月２７日（水）  「最後の水泳強化練習」 
 

 明日の水泳記録会に向け、代表選手が最後の練習としてリハーサルを行いまし

た。「ライバルは昨日までの自分の記録！」がんばれ来小っ子！ 

 

           

 

       

  

＜校長＞ 

平成２８年７月２６日（火）  「個人懇談会」 
 

 夏休みに入ってからの４日間、個人懇談会がありました。4月からのお子さんの

学校生活の状況や夏休みや９月以降の取り組みについて、一人一人の保護者の

皆さんと担任が情報交換しました。健やかでたくましい子どもに育てるための支援

を確かめ合いました。 

 

  



           

 

           

 

       

＜校長＞ 

平成２８年７月２０日（火）  「来迎寺小学校 児童善行賞」 
 

 本年度第 1号の善行賞を授与しました。4年 4組の加藤亜姫さんです。通学班

長さんとして、横断歩道で止まって、渡らせてくださった運転手さんに礼儀正しい

気持ちのよいあいさつをしてくれた姿が地域の皆さんから賞賛されました。これか

らも、地域の皆さんから賞賛される来小っ子が増えていくことを期待します。 

 

       

 

       

  

＜校長＞ 

平成２８年７月１７日（金）  「水泳強化練習」 
 



 7月28日（木）の水泳記録会に向けて水泳強化練習に選手候補の皆さんががん

ばっています。あと少しの間ですが、「昨日の自分に挑戦！」のスローガンに、自

分の記録更新に毎日チャレンジし、伸びていってほしいです。 

 

           

 

       

  

＜校長＞ 

平成２８年７月１７日（金）  「体育館ジャンプタッチ板」 
 

 体育館にもジャンプタッチ板を設置しました。より高く跳びあがる力をつけてほし

いです。 

 

           

 

       

  

＜校長＞ 

平成２８年７月８日（金）  「ジャンプタッチ板」 
 

 子どもたちがジャンプの高さに挑戦できるように、校庭の鉄棒横に「ジャンプタッ

チ板」を設置しました。今年の運動テーマ「とおく たかく はやく 伸びろ 来小っ

子！」を達成してほしいです。 

 

  



           

 

       

＜校長＞ 

平成２８年７月８日（金）  「あいさつ週間」 
 

 児童生活委員会、はぐくみ隊の皆さんがあいさつを毎朝してくれています。大き

な声、元気なで、気持ちよくあいさつできる来小っ子が増えてきました。 

 

           

 

       

  

＜校長＞ 

平成２８年７月５日（火）  「ＰＴＡ心肺蘇生研修・実行委員会・バザー準備

会」  

 ９時からは、夏休みプール監視に備えてのＰＴＡ心肺蘇生研修、10時からの役

員会に続き、１１時からはＰＴＡ実行委員会が行なわれました。夏休みに行なわれ

るプール監視や親子除草、テント村、１０月実施の活用品バザーでの役割を確認

しました。子どもたちが楽しみにしている夏休みに向け、ＰＴＡの皆さんはがんばっ

てくれています。また、午後からは来迎寺保育園や八橋保育園の園長や保護者

会長を迎え、１０月１５日（土）のバザー準備会が行なわれました。 

 

  



           

 

           

 

       

＜校長＞ 

平成２８年７月４日（月）  「クラブ活動」 
 

 本校のクラブ活動は、市の「魅力ある学校設計事業」の一環として実施していま

す。地域に在住されている方を講師としてお招きし、子どもたちの技能や感性、情

操を伸ばしていただいています。今日も、４年生以上の子どもたちが楽しみにクラ

ブ活動をしていました。 

 

           

 

  



           

 

           

 

           

      

       

＜校長＞ 

平成２８年７月４日（月）  「夏まつり集会」 
 

 全校で夏まつり集会を行いました。夏休みまで２週間、暑い日が続きます。暑さ

に負けない来小っ子になって２週間を乗り切ってもらうために、計画委員が劇やゲ

ーム、全校合唱で全校児童を乗り上げ、楽しませてくれました。 

 

           

  



 

           

    

       

＜校長＞ 

平成２８年７月１日（金）  「朝のあいさつ」 
 

 登校途中に見守ってくださるはぐくみ隊の皆さんに子どもたちが元気なあいさつ

をしています。今日は朝から暑い日となりましたが、明るく声をかけてくださる皆さ

んに感謝します。 

 

           

 

       

  

＜校長＞ 

平成２８年７月１日（金）  「1年生のあさがお」 
 

 １年生の育てているあさがおが、きれいでりっぱな花をつけています。朝登校す

ると自分の鉢に水をかけて成長を観察しています。 

 
  



           

    

       

＜校長＞ 

平成２８年７月１日（金）  「秋花壇の定植作業」 
 

 暑い一日でしたが、ＰＴＡ環境保健委員会の皆さんが、中庭の花壇に苗の定植

をがんばってくれました。秋にはきっと見事な花を咲かせることでしょう。 

 

           

    

       

  

＜校長＞ 

平成２８年６月３０日（木）  「竹馬（たけうま）」 
 

 子どもたちの体力や運動意欲向上、外遊びの奨励を期待して、低学年の昇降口

へ竹馬を１２セット常設しました。元気にお遊び、竹馬も上手になってほしいです。 

 
  



           

        

       

＜校長＞ 

平成２８年６月３０日（木）  「なかよし遊び」 
 

 木曜の昼放課はなかよし遊びです。掃除の時間をなくし、１年生と６年生、２年生

と５年生、３年生と４年生の兄弟学級がなかよし遊びをしました。手をつないで鬼

ごっこや渦巻きじゃんけん、縄跳びをして楽しい交流をしました。 

 

           

 

           

    

       

  

＜校長＞ 

平成２８年６月２９日（水）  「第１回学校保健委員会」 
 



 ＰＴＡ環境保健委員会の皆さん、保健委員会の児童、教員が参加し、学校保健

委員会を開催しました。生活習慣アンケートをもとに、来迎寺小学校の児童の実

態を確認し、参列してくださった講師の学校医の皆さんから、専門的な立場でのア

ドバイスをうかがいました。 

 

           

      

       

  

＜校長＞ 

平成２８年６月２８日（火）  「シェイクアウト訓練」 
 

 地震等から自分の命を守るシェイクアウト訓練（姿勢を低く、頭を守り、じっとす

る）を朝の活動の時間に全校児童で実施しました。何度も行なって体に身につけ

たい訓練です。 

 

           

     

       

  

＜校長＞ 

平成２８年６月２７日（月）  「学区民生児童委員会」 
 

 来迎寺小学区の民生委員の皆さんと主任児童委員２人に来校していただき、就

学援助を受給されている児童や地域で見かける子どもたちについての情報交換

がありました。「あいさつを気持ちよくしてくれますよ」「〇〇交差点には事故がない
  



ように信号機を要望していきたい」といった、地域で子どもたちを見守る温かい思

いが聴かれました。 

 

           

     

       

＜校長＞ 

平成２８年６月２５日（土）  「市子ども会ドッジボール大会」 
 

 来迎寺小学校区からは、男子チームのスネークとシャーク、女子チームのロー

ズマリーが参加し、熱戦を繰り広げ、活躍してくれました。 

 

           

 

           

 

  



           

     

       

＜校長＞ 

平成２８年６月２４日（金）  「はぐくみ隊が功績表彰受賞」 
 

 ６月２４日にグランドティアラ安城で「はぐくみ隊」の自主的な防犯活動、青少年

育成への寄与が認められ、安城知立防犯協会連合会並びに安城警察署から表

彰を受けました。子どもたちへの日ごろの見守り本当にありがとうございます。 

 

        

    

       

  

＜校長＞ 

平成２８年６月２１日（火）～２３日（木）  「５年生 山の学習」 
 

 伊那市にある知立市野外センターで５年生が山の学習を行いました。１日目は、

野外センターに着く前に大田切川で昼食、シルクミュージアムでの工作体験をしま

した。開所式後の夜、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

学年の団結を深めました。２日目は、ネイチャーゲーム、飯ごう炊飯とカレー作り、

夜は肝試しをしました。３日目は、農園によってブルーベリー狩りやジャムづくりを

体験して楽しい３日間を終えました。思いでいっぱい、支えてくださった多くの皆さ

んに感謝です。 

 

  



           

 

           

 

           

 

           

 

           

 



           

         

       

＜校長＞ 

平成２８年６月２２日（水）  「４年生 ストップ温暖化教室」 
 

 講師に、県から派遣された小林秀明先生を迎え、環境問題を学習する授業の一

環として、各学級２時間ずつ「ストップ温暖化教室」を実施しました。地球温暖化の

原因になっている二酸化炭素のことを学び、自分たちにできる身近な取り組みを

みんなで考えました。 

 

           

 

           

     

       

  

＜校長＞ 

平成２８年６月２１日（火）  「４年生 クリーンセンター見学」 
 



 出発時は大雨でしたが、環境問題を学習する授業の一環として、４年生がクリー

ンセンターの見学に行きました。お弁当を持ち、お昼からは隣にあるウォーターパ

レスで、みんなで楽しく泳ぐことができました。帰るときは心と一緒で、すがすがし

い晴天でした。 

 

           

 

           

     

       

  

＜校長＞ 

平成２８年６月１９日（日）  「おやじの会紙飛行機大会」 
 

 紙飛行機大会に多くの子どもたちと保護者の皆さんが参加してくれました。おや

じの会の皆さんが、親子で協力して楽しめる活動として毎年開催してくれます。紙

飛行機づくりのおもしろさと、自分で作ったものが飛んだ喜び、みんなで飛距離を

競い合う楽しさを味わうことができました。 

 

           

 

  



           

     

       

＜校長＞ 

平成２８年６月１７日（金）  「３年生 １年生 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。各学年の

ＰＴＡの皆さんのおかげで会が盛り上がり、スムーズに進行できました。とても多く

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。３年生は親子で

のドッジビー、１年生は親子でふれあうゲームで盛り上がりました。 

 

           

 

           

                       ３  年  生 

  



           

 

           

                       １  年  生 

       

＜校長＞ 

平成２８年６月１８日（土）  「少年の主張大会」 
 

 「第 33回 知立市少年の主張大会」が、パティオ知立で行われました。来迎寺小

学校からは６年の河村泉吹くんが代表として、交通安全の大切さを自分の体験と

家族への思いをもとに、自分の言葉でしっかりと主張してくれました。 

 

           

 

           

  



     

       

＜校長＞ 

平成２８年６月１５日（水）  「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。自転車での飛び出し事故が大きな事故につなが

りやすいので、今後も継続的に自転車の乗り方を指導していきたいです。 

 

           

 

           

     

       

  

＜校長＞ 

平成２８年６月１３日（月）  「たんぽぽ組 夏の合宿」 
 

 たんぽぽ組４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。自分のことは自分でするを目標に、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２８年６月１３日（月）  「第１回絵本読み聞かせ活動」 
 

 今年初めての読み聞かせ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。子どもたちがとても楽しみにしている活動です。今年も学級数の

２５を上回る皆さんがボランティアに登録してくださりました。ボランティアの皆さん

の語りにどの学年・学級の児童も聞き入っていました。読み聞かせボランティアの

皆さんありがとうございます。 

 

           

 

  



           

     

       

＜校長＞ 

平成２８年６月９日（木）  「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、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学びまし

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｣「福祉

ビデオ」、6年生は「高齢者疑似体験」「プチ体験」のそれぞれの講座を学習しまし

た。自分の周りで困っている人に手を差し伸べ、サポートしてあげられる来小っ子

になってほしいです。 

 

           

 

           

 

  



           

 

           

 

           

      

       

＜校長＞ 

平成２８年６月９日（木）  「学校公開日・５年山の学習説明会」 
 

 １日を通しての学校公開日。あいにくの雨でしたが、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、お子さんの成長を確認していただきました。あ

りがとうございました。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。 

 

  



           

                      授 業 参 観 

           

                      授 業 参 観 

           

     

                    ５年 山の学習説明会 

＜校長＞ 

平成２８年６月７日（火）  「コンサートデリバリー」 
 

 今年のコンサートデリバリーは、サクソフォン・カルテット。音色の違う４種類のサ

クソフォンが奏でる演奏を全校児童で聞きました。「ジブリメドレー」や「花は咲く」

「世界に一つだけの花」など聞き覚えのある音楽を演奏してくれたので、一緒に歌

って楽しみました。音楽の中に出てくる「動物当てクイズ」もあり、盛り上がりまし

た。 

 

  



           

 

           

     

       

＜校長＞ 

平成２８年６月７日（火）  「屋外掲示板」 
 

 プールの横のあった掲示板をみんなが見やすい中庭に移しました。お知らせな

どをのせて、来小っ子がチームで取り組めるようにしていきます。 

 

           

    

       

  

＜校長＞ 

平成２８年６月７日（火）  「眼科検診」 
 

 ４年生の眼科検診がありました。目は大切な道具。眼科医の佐野先生に、病気
  



や異状がないかしっかり見てもらいました。 

 

           

    

       

＜校長＞ 

平成２８年６月６日（月）  「プール開き」 
 

 ６月６日の５年生を皮切りに、学年ごとのポール開きがあります。さっそく５年生

はポールの中を円を描いて、さっそうと泳いでいました。７日の１年生のプール開

きは雨模様で少し肌寒かったのですが、１年生の子たちは元気いっぱいでした。 

 

           

 

           

     

       

  

＜校長＞ 



平成２８年６月６日（月）  「歯の集会」 
 

 体育館で集まることをせず、各教室に保健委員会の皆さんに来てもらい、全校

一斉放送で、歯の磨き方などを確認しあいました。 

 

           

    

       

  

＜校長＞ 

平成２８年６月５日（日）  「市クリーンサンデー」 
 

 来迎寺小学校の委員会の子たちが、地域の皆さんが集めたごみを仕分けした

り、お礼のゴミ袋を手渡したりと活躍してくれました。来迎寺小学校の多くの子ども

たちも、家族と一緒にクリーンサンデーに参加してくれました。 

 

           

    

       

  

＜校長＞ 

平成２８年６月４日（土）  「市ＰＴＡ連絡協議会レクレーション大会」 
 

 昨年度は総合３位。今年度は昨年以上のチーム来迎寺ＰＴＡの結束を示そうと

がんばりました。「玉入れ」と「リレー」の種目では第１位と貢献してくれました。そ

の結果は総合第２位。保護者の皆さんや先生方ががんばっているので、子どもた
  



ちにはもっと活躍してほしい１年です。 

 

           

        

           

 

           

        

           

       

       

＜校長＞ 

平成２８年６月２日（木）  「ＰＴＡレクレーション練習 Ｐａｒｔ２」 
 

 ４日（土）の市ＰＴＡ連絡協議会レクリエーション大会に向け、親睦と結束、そして
  



勝利の意識を高める２回目の練習会がありました。チーム来迎寺小の本番が楽し

みです。 

 

           

     

           

     

       

＜校長＞ 

平成２８年６月２日（木）  「ＰＴＡ秋花壇用 苗の移植作業」 
 

 ＰＴＡ保健環境委員会の皆さんを中心に、秋花壇のための花の苗の移植作業に

取り組んでくださいました。秋に花壇をおおい、子どもたちの心を癒す、花のでき

ばえが楽しみです。 

 

           

     

       

  

＜校長＞ 



平成２８年６月２日（木）  「歯科検診がはじまりました」 
 

 今日のたんぽぽ組、６年生を皮切りに今月２８日まで、各学年の歯科検診が続

きます。今年から学校歯科医が、長年お世話になった竹内博之先生から、近藤由

幸先生と野村敦おお二人に代わりました。 

 

           

     

       

  

＜校長＞ 

平成２８年６月１日（水）  「２年生 野菜づくり」 
 

 ２年生がはちで野菜を育てています。トマトやナスなどの自分のお気に入りの夏

野菜です。一生懸命観察記録をとりながら、大きくなるよう心を込めて育てていま

す。 

 

           

     

       

  

＜校長＞ 

平成２８年５月３１日（火）     「体力テスト」 
 

 学年ごとに体力テストが行なわれています。「昨年の自分を超える」ことを目標

に、どの子も精一杯自分の力を出し切っていました。   



 

           

 

           

 

           

       

       

＜校長＞  

平成２８年５月３０日（月）  「ボール投げ・たち幅跳び計測メモリ」 
 

 子どもたちがボールを投げて、飛ばした距離をいつでも簡単に計測できるように

運動場の側溝ふたの上にメモリを描きました。また、砂場の枠には立ち幅跳びの

計測メモリを描きました。自分の記録をどんどん伸ばしてくれることを期待します。 

 

  



           

     

       

＜校長＞  

平成２８年５月２８日（土）     「コミュニティーのつどい」 
 

 来迎寺学区地域コミュニティーのつどいが開催されました。来迎寺学区の地域

の結束を図る有意義の会となりました。地域の皆さんが集う会ですが、その中核

に子どもたちを据えてくれています。子どもたちが地域を活気づけ、地域の皆さん

が子どもたちから元気をもらう催しとなりました。 

 

           

 

           

 

  



           

       

       

＜校長＞  

平成２８年５月２６日（木）     「心肺蘇生法教員研修」 
 

 プールが始まる時期に合わせ、心肺蘇生法の講習を職員が受けました。主にＡ

ＥＤの使い方を受講し、事故がないように、そして子どもたちの命を守るためにしっ

かりと学びました。 

 

           

     

       

  

＜校長＞  

平成２８年５月２６日（木） 「ＰＴＡレクレーション大会練習」 
 

 ６月４日（土）に行なわれるＰＴＡレクリエーション大会のため、第１回目の練習が

実施されました。息が切れるまで一生懸命に体を動かす姿が印象的でした。 

 
  



           

    

       

＜校長＞  

平成２８年５月２６日（木）     「プール掃除」 
 

  体育でプールが始まる季節を迎えました。プールやプールサイドに昨年の夏か

らたまった汚れを５年生･６年生が一生懸命掃除してくれました。 

 

      

    

       

  

＜校長＞  

平成２８年５月２５日（水）     「情報伝達ネットワーク訓練」 
 

 県下一斉の情報伝達ネットワーク訓練です。この日に合わせ、不審者侵入にお

ける避難訓練、体育館での防犯教室、保護者や職員の見守りにおける一斉下校

を行ないました。協力していただいた、はぐくみ隊の方や地域の方、保護者の皆様

ありがとうございました。 

 

  



           

 

           

     

       

＜校長＞  

平成２８年５月２４日（火）     「お弁当の日」 
 

 運動会の予備日。お弁当の日です。運動会は終わりましたが、家の方が心を込

めて作ってくれたお弁当を広げ、みんなで食べるのはとても楽しそうでした。 

 

           

 

           

     

  



       

＜校長＞  

平成２８年５月２１日（土）     「くすのきふれあい 運動会」 
 

 待ちに待った運動会。運動会日和の晴天。来賓や地域の皆さん、保護者の皆さ

んが駆けつけてくれる中、子どもたちは力いっぱい競技し、精一杯演技しました。 

 

           

       ７：００校門の開門                １年生徒競走 

           

        ２年生徒競走                  ５．６年生綱引き 

           

           ３・４年リレー                 １年生ダンス 

           

          ２年生ダンス                ５・６年生リレー 

  



           

          ３・４年競技               マーチング・バトン部 

           

         マーチング・バトン部            ３・４年生よさこい 

           

        ５・６年スタンツ                  ５・６年スタンツ 

       

＜校長＞  

平成２８年５月１４日（日）     「日吉神社 子どもみこし」 
 

 八橋町の子どもたちが日吉神社のお祭りで、子ども神輿を奉納しました。「わっ

しょいっ！わっしょいっ！」の大きな掛け声で地域を練り歩き、地元の皆さんを元

気づけました。 

 

           

  



 

           

     

       

＜校長＞  

平成２８年５月１３日（金）     「来迎寺学区コミュニティー総会」 
 

 夕方、コミュニティー総会が開催されました。本年度の事業内容が決まり、まず

は、5月 28日の「コミュニティーのつどい」から活動がはじまります。 

 

           

     

       

  

＜校長＞  

平成２８年５月１３日（金）     「幼保小連絡会」 
 

 市内の幼稚園や保育園の先生方が、昨年度卒園した 1年生の児童の授業参観

に来てくれました。なつかしい保育園や幼稚園の先生方の顔を見て、声を掛けて

いる 1年生の子どもたちもいました。授業参観の後、1年の先生方との情報交換

がありました。 

 

  



           

     

       

＜校長＞  

平成２８年５月１２日（木）     「運動会の練習」 
 

 運動会を来週に控え、練習にも熱が入ってきました。来賓や地域の皆様、家族

の皆さんを感動させようと一生懸命練習する子どもたちの様子がうかがわれま

す。 

 

           

     

       

  

＜校長＞  

平成２８年５月１１日（水）     「なかよし遊び」 
 

 雨で外で遊べない状況でしたが、今日はなかよし遊びの日、それぞれの教室で

上級生と下級生がゲームをして楽しいひと時を過ごしました。６年生と１年生は椅

子取りゲームやフルーツバスケットで元気よく交流していました。 

 

  



           

     

       

＜校長＞  

平成２８年５月１１日（水）    「４年生 消防署見学」 
 

 ４年生はあいにくの雨でしたが、消防署までみんなで歩いて頑張って見学に行き

ました。消防署では施設や設備、車両をしっかりと見て、消防署員の説明をメモし

ました。また、疑問の思ったことをいっぱい質問しました。 

 

           

     

       

  

＜校長＞  

平成２８年５月１１日（水）   「たんぽぽ組 かきつばた茶会」 
 

 たんぽぽ組の４人が、無量寿寺の茶室のかきつばた茶会に参加しました。いつ

もお茶の指導をしてくださる森先生や種村先生に招待していただき、心温まる抹

茶で和やかでひと時を過ごしました。先生方、ありがとうございました。 

 

  



           

     

       

＜校長＞  

平成２８年５月１０日（火） 「５年生 来田 代かき」 
 

 午前中は何とか天気が持ち、５年生みんなで来田の代かきをしました。水を張っ

た田んぼの中で泥だらけになって、一生懸命に土をこねました。後は田植えを待

つばかりの状態になりました。 

 

           

     

       

  

＜校長＞  

平成２８年５月９日（月）  「第１回クラブ活動」 
 

 今年度第１回目のクラブ活動が行なわれました。子どもたちが楽しみにしている

クラブ活動を支えていただいているのは地域のゲストティーチャーの皆さんです。

本校の魅力ある学校設計事業の一つでもあります。 

 

  



           

 

               

       

＜校長＞  

平成２８年５月９日（月）  「うさぎ小屋の撤去」 
 

 何年も使われなくなったうさぎ小屋を撤去しました。地域の方が金属等の廃棄物

の処理に手を貸してくださりました。ありがたいです。子どもたちの遊び場がかなり

広くなりました。思いっきり走り回って体力をつけてくれるとうれしいです。 

 

           

         うさぎ小屋                       撤去後 

       

  

＜校長＞  

平成２８年５月９日（月）  「校庭の かきつばた と バラ 」 
 

 来迎寺小学校の保健室の西隣にかきつばた園があります。今年は秋や冬に念
  



入りに草取り等の世話をしたせいか、見事にかきつばたが咲きそろいました。ま

た、また、その隣の「アンネのバラ」がとても美しく咲いてくれています。 

 

           

         かきつばた園                アンネのバラ 

       

＜校長＞  

平成２８年５月２日（月）「ＰＴＡ環境保健・児童支援、おやじの会の活動支援」 
 

 Ｐ環境保健・Ｐ児童支援の皆さんが、主に体育館の床にこびりついて取れないラ

インテープはがしに精を出してくださりました。また、おやじの会の皆さんが、フェン

スやサッカーゴール、朝礼台、校門のペンキ塗りをしてくださりました。学校がさわ

やかで明るくなりました。子どもたちも大喜びすることでしょう。 

 

           

 

           

 

  



           

     

       

＜校長＞  

平成２８年５月２日（月）「はぐくみ隊総会・一斉下校」 
 

 今年はぐくみ隊に登録していただいた方はすでに１９８名に達しました。その中

の多くの隊員の皆様が、連休の合間にもかかわらず総会にかけつけてくださりま

した。学区の子どもたちは地域に方々に愛情をかけられ、本当に幸せなのだと思

いました。２時からの総会に引き続き、３時からは一斉下校で子どもたちを見守り

ながら一緒に下校していただきました。こうした地域の人たちに日ごろから感謝の

思いを込めて「あいさつ」ができる子どもたちに育てていかなければと、つくづく思

いました。 

 

           

 

           

 

  



           

     

       

＜校長＞  

平成２８年５月２日（月）「ＰＴＡ実行委員会」 
 

 連休中にもかかわらず、ＰＴＡ実行委員会の皆さんが集まり、主に今年度の前期

のＰＴＡ活動の内容について検討・確認し合いました。ＰＴＡの皆さんの熱意のおか

げで、今年も子どもたちはいきいきと楽しい学校生活が送れそうです。 

 

           

     

       

  

＜校長＞  

平成２８年４月２７日（水）「朝の体力づくり」 
 

 ５月は、運動会＜5月 21日（土）＞や体力テスト＜5月 31日（火）＞と運動に関

係する行事が続きます。来迎寺小学校の児童は、体力づくり週間で毎朝、駆け足

に励んでいます。５分間で決められたコースを走る距離を日々伸ばしていっていま

す。 

 

  



           

     

       

＜校長＞  

平成２８年４月２５日（月）「第１回避難訓練」 
 

 今年初めての避難訓練を実施しました。まずは、自分の命と仲間の命を守るた

めに避難経路を確認しました。１年生は初めての避難訓練でしたが、静かに冷静

に集合でき、行動がすばらしかったことを誉めました。火災における避難訓練でし

たが、熊本県で１４日から地震が続いていることを確認し、地震のときにとる行動

もみんなで考えました。 

 

           

      

           

     

       

  

＜校長＞  



平成２８年４月２２日（金）「５年生 田おこし」 
 

 今年も５年生が総合的な学習で米作りに挑戦します。その手始めに、来田（らい

でん）で「田おこし」を行ないました。自分たちの力で田んぼの土を耕すことの大変

さを知った後、トラクターで耕す様子を見学しました。 

 

           

     

       

  

＜校長＞  

平成２８年４月２２日（金）「１年生を迎える会」 
 

 計画委員が計画し、２年生から６年生が１年生を来迎寺小の仲間に迎える会を

行ないました。楽しいクイズやみんなで触れ合うじゃんけんジェンカ、１年生も歌え

るようになった校歌で盛り上がりました。 

 

           

      

           

     

  



       

＜校長＞  

平成２８年４月２１日（木）「３年生 理科の学習」 
 

 ３年生が理科で自然の観察の授業をしています。学校の中の植物や生き物を観

察したり、スケッチしていました。 

 

           

     

       

  

＜校長＞  

平成２８年４月２１日（木）「１年生 交通安全教室」 
 

 体育館や教室で、１年生が交通安全教室を開催しました。保護者の方が、天候

が心配な中を来校し、一緒に交通指導に参加してくださりました。市交通指導員、

市安心安全課の皆さんに指導していただき、正しい道路の歩き方や横断歩道の

渡り方についてみんなで確認しあいました。 

 

           

 

  



           

     

       

＜校長＞  

平成２８年４月２０日（水）「かきつばた開花」 
 

 学校のかきつばた園に１輪だけかきつばたが咲きました。いよいよかきつばた

祭りの季節となりました。 

 

           

     

       

  

＜校長＞  

平成２８年４月２０日（水）「１年生 今日から給食です」 
 

 今日から 1年生の給食が始まりました。初めての給食当番の児童が給食を配

り、初めての給食を味わいました。今日のメニューは、カレー。この味をずーっと覚

えていてくれるでしょうか。 

 

  



           

     

       

＜校長＞  

平成２８年４月１９日（火）「６年生 全国学力学習状況調査」 
 

 主に国語と算数の教科での全国学力・学習状況調査が行われました。自分自

身の６年間の学習の積み上げを確認するために行われ、６年生の皆さんは終日、

真剣にテスト問題に挑戦していました。自分が満足でき、納得できる結果であれ

ばうれしいのですが、芳しくなくても、これから課題を見つけ、頑張ろうとする来小

っ子であってほしいです。 

 

           

     

       

  

＜校長＞  

平成２８年４月１８日（月）「初めての全校朝会」 
 

 新１年生にとっては初めての全校朝会。でも、集合するときのきちんと並んで動

き、静かで落ち着いた行動は、他の上級生と比べてもそん色ありません。校長か

らは、交通事故が４９６日を迎え、まもなく５００日になること。はぐくみ隊の皆さん

が見守っていてくれるのを当然と思わず、感謝の思いを「おはようございます。あ

りがとうございました。」を自分から声を出してあいさつで伝えましょうと話しまし

た。  

  



 

           

     

       

＜校長＞  

平成２８年４月１５日（金）「授業参観・ＰＴＡ総会」 
 

 午後より「授業参観」「ＰＴＡ総会」を開催しました。授業参観では、多くの保護者

の皆さまに、新しい学級担任と子どもたちの日ごろの授業の一場面を参観してい

ただきました。ＰＴＡ総会にも多くの保護者の皆様にご参加いただきました。ありが

とうございました。今年度の清水ＰＴＡ会長を中心に子どもたちが明るく楽しい学校

生活を送れるように保護者と教職員が手を取り合って「チーム来迎寺」として、頑

張っていきたいです。 

 

           

 

           

 

  



           

 

           

     

       

＜校長＞  

平成２８年４月１５日（金）「来迎寺地域活動クラブ総会」 
 

 来迎寺児童館センターで来迎寺地域活動クラブ総会 昨年度までの役員の皆さ

ま、お疲れ様でした。そしてありがとうございました。本年度の役員も承認され、平

成 28年度の地域活動クラブの発足が行われました。来迎寺小学校区の子どもた

ちの明るく健やかな成長のために、楽しい活動を今年もお願いします。 

 

           

     

       

  

＜校長＞  

平成２８年４月１２日（火）「1年生のお迎え下校」 
 



１年生は、自分の力で登下校できるように、朝は上級生に見守られての集団登

校、帰りは保護者が交代でお迎え下校を行なっています。保護者の皆様には当

分の間苦労をおかけします。 

 

           

     

       

  

＜校長＞  

平成２８年４月８日（金）「来迎寺学区交通安全推進協議会理事会」 
 

 平成２８年度の来迎寺学区交通安全推進協議会理事会が竹内会長のもと、開

催されました。来迎寺学区の子どもたちを中心にした交通安全の推進を多くの関

係者で確認しあいました。日々の交通安全見守り活動に加え、活用品バザーや交

通安全パレード、高齢者交通安全教室での啓発活動を今年度も実施します。 

 

           

     

       

  

＜校長＞  

平成２８年４月８日（金）  「離任式」 
 

 昨年までお世話になった 5名の先生方が離任式に出席し、子どもたちに最後の

お話をしてくださりました。髙木教頭先生、杉浦校務主任、島原先生、倉田先生、

大田先生です。新たなところでご活躍してくれることをお祈りします。 
  



 

           

     

       

＜校長＞  

平成２８年４月６日（水）  「入学式・始業式」 
 

  さわやかな青空のもと、入学式と始業式が行なわれました。来迎寺小学校に１

４５名の新１年生が加わり、６７３名の児童の学校生活が始まりました。保護者の

皆さんと多くの来賓に花を添えていただき、盛大に入学・始業式が開催できまし

た。 

 

           

                 新１年生始業式会場への入場    

           

         新１年担任紹介              安全帽の贈呈 

  



           

       新１年生への歓迎の言葉            校歌の合唱 

           

       始業式 新１年生                 新１年生学級開き 

           

       ４年生 教科書配布              ３年生教科書配布 

       

＜校長＞  

平成２８年４月５日（火）  「入学式や始業式の準備」 
 

 明日から最上級生として出発する新６年生が登校し、先生方とともに入学式・始

業式準備に汗を流してくれました。全校児童のために一生懸命に働く姿に、今年１

年来迎寺小学校をリードしていこうとする気概を感じました。 

 

           

  



 

           

     

       

＜校長＞  

平成２８年４月１日（金）  「新年度の出発」 
 

 新年度の出発です。新たな職員を迎え、まずは教職員の顔合わせがありまし

た。新しい学年担当も決まり、4月 6日の入学式と始業式の準備に入りました。 

 

           

          新１年担当職員              新２年担当職員 

           

        新３年担当職員                新４年担当職員 

           

  



        新５年担当職員                 新６年担当職員 

           

     たんぽぽ組担当職員・用務員            管理職等職員 

       

＜校長＞  

 


