
平成３０年３月までのお知らせ

平成３０年３月２０日（火）「来迎寺小学校　卒業式」

　あいにくの雨でしたが、多くの来賓を迎え、保護者、在校生、保護者全員で卒
業生を送る、厳粛な中にも心温まる卒業式を開催することができました。



平成３０年３月９日（金）「６年生を送る会」

　全校児童で、卒業を目前にした６年生の送る会を行いました。６年生と一緒に
クイズをしたり、６年間の思い出アルバムを鑑賞したり、手作りのお花や歌のプ
レゼントをしたりして、在校生全員で感謝の気持ちを伝えました。

平成３０年３月６日（月）「読み聞かせの会最終」



今年度最後の読み聞かせの会。心を込めて読んでくださる読み聞かせボランティ
アの皆さんに感謝の気持ちを持ちながら、耳を傾けました。

平成３０年３月１日（木）「交通少年団　団旗継承式」

　交通少年団の団旗を卒業して行く６年生から、５年生へ引継ぎを行う式があり
ました。１年間見守ってくれた６年生に感謝し、下級生が交通安全の意識を新た
にしました。

平成３０年２月２６日（月）「新放課後子ども教室　建物完成」

　来年度から利用できる放課後子ども教室が完成しました。後は駐車場等の外回
りの整備だけです。１階は児童クラブで、２回が放課後子ども教室です。



平成３０年２月２６日（月）「４年生　煎茶を学ぶ会」

　４年生が煎茶を学ぶ会を学級ごとに行いました。玉露や煎茶を味わい、そのお
いしさやそれぞれの違いに感動しました。お茶の立て方を地域の方から学びまし
た。

平成３０年２月２３日（金）「感謝の会」

　日ごろ子どもたちを支援してくださっている皆さんに来校していただき、子ど
もたちから感謝の気持ちを届けました。歌やメッセージ、授業等で作った作品の
プレゼントでありがとうの気持ちを伝えました。



平成３０年２月１９日（月）「６年生　中日新聞発言掲載」

　６年生の２人の発言がまた中日新聞の「発言」欄に掲載されました。

平成３０年２月１９日（月）「読み聞かせの会」



　２月の読み聞かせの会、ボランティアの皆さんの読み聞かせに耳を澄ませる子
どもたちの姿が印象的でした。ボランティアの皆さんは、活動後図書室に集ま
り、活動の記録を残してくれています。

平成３０年２月１６日（木）「５年生サッカー指導会」

　晴れ渡った冬空の下、５年生のサッカー指導会が開催されました。運動場をみ
んなで駆け回り、声をからして応援し合い、寒さを吹き飛ばす、熱気あふれるす
ばらしいパフォーマンスをみんなで演出してくれました。

平成３０年２月１３日（火）「２年生防犯教室」

　アルソックKKの方が講師で、２年生の防犯教室が各学級単位で行われました。
特に不審者等による連れ去られの被害にあわないよう、みんなで話し合ったり意
見を出し合って、自分のみを守る方法をしっかりと学びました。



平成３０年２月１３日（火）「朝の体力づくり」

　朝の体力づくりは、大縄跳びです。１年生は６年生に大縄をまわしてもらうな
どして、８の字とびが上手になってきました。

平成３０年２月１０日（金）「６年生　親子活動」



　６年生は最後の親子活動を、保護者の方に来校していただき、実施しました。
寒い中を駆けつけていただいた保護者の皆さんと、卒業前の楽しい時間を持ちま
した。

平成３０年２月７日（水）「６年生租税教室」

　税務署の方に来ていただき、税金の使い道などを教えていただきました。社会
人になっていく第一歩の学習をしっかりと受けていました。



平成３０年２月５日（月）「３年生　英語活動」

　英語活動の講師さんをお迎えし、３年生の各学級で英語活動の授業を行いまし
た。体全体を使って、ゲームをしたり、歌を歌ったり、大きな声で発音したりし
ながら楽しく英語を学びました。

平成３０年２月２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。



平成３０年２月１日（木）「１年生　たんぽぽ組　豆まき」

１年生の教室とたんぽぽ組の教室に赤鬼と青鬼が出現し、豆まきで鬼を追っ払い
ました。

平成３０年１月３１日（水）「来小っ子全員遊び」

　来小っ子全員で昼放課に全員遊びをしました。代表委員の皆さんが考えた鬼
ごっこを全員で楽しみました。寒い毎日ですが思いっきり走り回って体と心を温
めました。



平成３０年１月２９日（月）「児童集会」

　児童集会では、放送委員会の活動のピーアールがありました。パフォーマンス
やクイズで分かりやすく全校児童に説明してくれました。

平成３０年１月２６日（金）「新聞掲載記事」



　中日新聞に６年生２人の発言が掲載されましたので紹介します。

平成３０年１月２５日（木）「雪の朝」

　雪の積もる通学路を元気に来迎寺の子どもたちは登校してきました。雨にも負
けず風にも負けず、そして雪のも負けずです。授業が始まるまで、真っ白な校庭
を跳び回っていました。

平成３０年１月２４日（水）「６年生バスケットボール指導会」

　目標はどのクラスも優勝。でも目的は、クラスの団結。目的のために精一杯応
援し合い、全力でプレーする姿に感動する指導会となりました。



平成３０年１月２３日（火）「１年生昔の遊び名人」

　あや取り、お手玉、剣玉、こま回しの達人を目指して練習しました。特に難し
いこま回しでは地域の達人がボランティアで指導に来てくれました。

平成３０年１月１８日（木）「授業参観・子育て講演会」



　道徳での授業参観がありました。子どもたちの価値観を高めたり心を育てたり
するための授業を保護者の皆さんに熱心に見ていただきました。また、教室廊下
に展示してある書初め展に見入る保護者の皆さんも多く見受けられました。体育
館では、鈴木ひろみ先生による子育て講演会にも多くの保護者の皆さんに参加い
ただき、家庭で子どもたちの心を育てるノウハウに耳を傾けていただきました。

平成３０年１月１６日（火）「朝の体力づくり」

　今日は、インフルエンザが全校で５名程度。なによりも予防。その第１が体力
づくり。今日も子どもたちはストレッチや５分間走をがんばっていました。



平成３０年１月１５日（月）「朝の読み聞かせ会」

　今年初めての読み聞かせの会。凍てつく寒さの中でしたが、ボランティアの皆
さんは子どもたちのために来校してくださいました。子どもたちは、心を集中さ
せて語りを聞く落ち着いた時間を持ち、これでさわやかな１週間を過すことがで
きそうです。

平成３０年１月１４日（日）「八橋町文化祭」

　八橋町の文化祭では、来迎寺小学校の児童の習字の作品が展示され、開会式で
は入賞者の表彰が行われていました。

平成３０年１月１３日（土）「小中学生百人一首大会」



　市内の小中学生の百人一首大会が中央公民館で開催され、熱戦を繰り広げてい
ました。参加した来迎寺小学校の児童のチームも活躍していました。

平成３０年１月１２日（金）「５年スマホ教室」

　５年生がスマホ教室で、スマートフォンの便利さや怖さ、そして適切な使い方
を縁（ゆかり）ネットワークの人から学びました。

平成３０年１月１２日（金）「新聞掲載記事」

　６年生の新聞投稿が、今年も多く見られそうです。今年の第一弾として１月７
日に、板倉くんの発言が中日新聞に掲載されました。また、１２日（金）にも、
野村さん、川尻さんの発言が掲載されました。



平成３０年１月１０日（水）「書初め会」

　１・２年生は硬筆、３年生以上は習字で、書初め会を行いました。静寂の教室
の中で字を書くことに集中する姿は、年の初めらしいすがすがしい光景です。

平成３０年１月１０日（水）「あそぼーデー３０分放課」



　今日はお昼の掃除をやめて、３０分の長い放課。和らいだ寒さの中で元気いっ
ぱい外遊びを楽しむ子達が見られました。インフルエンザがはやりだす前に体力
をしっかりつけたいです。

平成３０年１月９日（火）「全校朝会」

　年明けの全校朝会がありました。読売新聞社主催の小中学校作文コンクールに
５年生が応募して入賞した砂田そよさん・野澤由衣さん・竹本雅矢くん（優秀
賞）、川崎煌介くん・小川萌衣さん（佳作）と、交通安全ポスター入選者の山口
真里菜さん（６年）・植田倖羽さん（３年）・西北耀さん（１年）、みかわの子
文詩集入賞の池田琴葉さん（１年）に伝達表彰しました。また、５年生のサッ
カー指導会・６年生のバスケットボール指導会の入賞盾を作ったので紹介しまし
た。

平成２９年１２月２２日（金）「冬休み前全校朝会」



　冬休みに入る前、最後の全校朝会で、校内マラソン大会の入賞者や親子川柳、
歯と口の健康コンクール、空手道などの入賞者への表彰をしました。また、校内
善行賞を６年生の川崎梨奈さんと竹中玲亜さんの２人に授与しました。そして、
冬休み前の心構えを善行児童で確認しました。

平成２９年１２月２０日（水）「５年２組　英語活動授業研究」

　全校の教員が参加し、５年２組の英語活動の授業を参観し、協議会で来年度に
向けての英語活動を学習しました。



平成２９年１２月２０日（水）「１年生　やきいも」

　１年生が自分たちの学校菜園で育てて収穫したお芋を焼き芋にして食べまし
た。自分たちで作ったお芋をみんなでおいしい、おいしいといって食べていまし
た。



平成２９年１２月２０日（水）邦楽鑑賞会」

　筝や笙（しょう）、尺八といった日本古来の楽器の演奏を聴いたり、実際に
使ったりして邦楽の学習を６年生みんなで行いました。

平成２９年１２月１６日（土）「来迎寺町文化祭」

　第５回来迎寺町文化祭では、子どもたちの作品や子どもたちのための催し物が
あり、地域で子どもたちを育てていただいていることが分かりました。



平成２９年１２月１５日（木）「個人懇談会」

　寒い中を保護者の皆様に来校いただき、個人懇談を実施しました。一人一人の
児童のがんばりを担任から保護者の皆さんに伝えることができました。

平成２９年１２月１２日（火）「ふれあいの会」

　市内の特別支援学級の児童生徒が集まり、ライオンズクラブやあおみの会のも
てなしで、お餅つきやまる餅づくり、紙芝居や歌などで楽しい1日を過しました。
児童生徒からは、いつも見守ってくださる皆さんにしっかりと感謝の気持ちを伝
えました。



平成２９年１２月１２日（火）「６年生　薬物乱用防止教室」

　６年生がエメラルドグリーンの皆様から、麻薬や覚せい剤の怖さをしっかりと
学びました。押して大きな声で「ダメ！ゼッタイ！」をしっかりと唱えました。

平成２９年１２月１１日（月）「３・４年生　英語活動」

　３・４年生の各学級で、英語活動が行われました。英語でゲームなどを楽し
み、英語に親しむことができました。

平成２９年１２月１１日（月）「赤い羽根共同募金の贈呈式」

　知立市社会福祉協議の方に来校していただき、全校児童と職員で集めた赤い羽
根共同募金を贈呈しました。社会福祉協議会の方からは、感謝の言葉と、募金の
使い道について教えていただきました。



平成２９年１２月７日（木）「主題研究授業」

　3年2組の授業を全職員で参観しました。そして、協議会を持ち、毎年来校して
くださる布袋小学校の土井謙次校長先生のご指導を仰ぎました。

平成２９年１２月７日（木）８日（金）「５年生デンソーサイエンスス
クール」

　５年生が学級単位でデンソーの方から電磁石の授業を受けました。いろいろな
電磁石やモーターを作るなどの実験や工作をして、理科の楽しさを体感しまし
た。



平成２９年１２月５日（火）「校内マラソン大会」

　すばらしいマラソン大会日和となりました。多くの保護者の応援を背に、どの
子も精一杯マラソン大会に挑みました。そして、ＰＴＡの皆さんが前日から準備
してくださったお汁粉奉仕で、温まった体だけでなく心も温まりました。





平成２９年１２月２日（土）「小中学校作品展」

　市文化会館で、２日から３日にかけて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がひと際輝きを放っていました。

　 　　　　　　たんぽぽ組　　　　　　　　　　　　　　　　1年生

　 　　　　　２年生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３年生

　 　　　　　　４年生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５年生



　 　　　　　６年生

平成２９年１１月２９日（木）「５年生親子活動」

　５年生の学年ＰＴＡの皆さんが、５年生の親子活動を主催してくれました。来
田で育てたお米でおはぎづくりをがんばり、親子でいただいて、おいしさを堪能
しました。

平成２９年１１月２９日（木）「高齢者交通安全教室」

　寒い中ではありましたが、子どもたちをいつも見守っていてくださる地域のご
高齢の皆さんが交通安全の講話を安城警察の方よりうかがいました。真剣なまな
ざしに身を守る意識の高さを感じました。



平成２９年１１月２９日（木）「教職員研修」

　教職員が子供たちへの授業を魅力あるものにしたいと、愛知教育大学教授　土
屋武志先生をお招きし、教職員の研修会を開催しました。

平成２９年１１月２９日（木）「朝のマラソン練習」

　来週１２月５日（火）のマラソン大会に向け、毎朝、マラソンの練習を行って
います。



平成２９年１１月２８日（水）「ＰＴＡスマホ教室」

　ＰＴＡスマホ教室があり、多くの保護者の方に参加していただきました。知ら
なかったスマホの危険、子供たちが被害にあわない手立てなどを教えていただ
き、皆さん目を見張って学んでいました。

平成２９年１１２７日（月）「人権集会」

　全校で人権集会を行いました。人権優秀作品の表彰、校長からの人権の話、学
校外で活躍した児童への伝達表彰等を行いました。夏休みの作品等で例年になく
さまざまな賞をいただいた児童の数の多さにびっくりしました。



　 　　　　　人権作品入賞者の紹介　　　　　　　　　　　　　優秀ポスターの
展示

　 　　　　　　　優秀標語の展示　　　　　　　　　　　　　　　　　表　彰　

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入賞者紹介　　　　　　

平成２９年１１月２４日（金）「５年生　校歌の収録」

　　来年1月にピッチFMで放送される来迎寺小学校の校歌の収録が行われまし
た。5年生全員が学校の代表で合唱しました。放送予定が決まったらまたお知らせ
します。



平成２９年１１月２２日（水）「３年生　給食指導」

　　市給食センターの栄養士の方に来ていただき、給食の時間に栄養指導をして
いただきました。子どもたちに分かりやすいように工夫して栄養バランスの大切
さを説明くれたのでみんな納得していました。

平成２９年１１月２１日（火）「５年生　人権グリーンティーズ講話」

　　５年生が体育館で、障害のある人との接し方を西尾市の活動グループ「人権
グリーンティーズ」の皆さんから学びました。障害があるお子さんがみえる３人
の方のお話を聴いたり、一緒に障害について考えを深めました。

平成２９年１１月２１日（火）「ＰＴＡによる春花壇用花苗の移植作
業」

　　ＰＴＡ環境保健委員会や児童活動支援委員会の皆さんが、来年の春花壇のパ
ンジーやノースポールの移植作業に取り組んでくれました。寒い中でしたが、手
際よく作業を進めてくださりました。



平成２９年１１月１８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
さんに足を運んでいただきました。日頃お世話になっている皆さんがみえる今日
の日のためにと、教員の支援を受けながら子どもたちは劇や歌、演奏を創り上げ
てきました。そんな感謝の気持ちをきっと感じていただくことができたのではな
いでしょうか。

　　　　　　　　　　４年生　　　　　　　　　　　　　　　　　１年生 

　　　　　　　　　　たんぽぽ組　　　　　　　　　　　　　　　５年生 

　　　　　　　　　　家族の応援　　　　　　　　　　　　　　　２年生 



　　　　　　　３年生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６年生 

平成２９年１１月１１日（土）「牛田町文化祭」

　牛田町文化祭が盛大に開催されました。牛田町の子ども会の子たちの作品が多
くの来客を楽しませていました。

平成２９年１１月１０日（金）「税に関する習字表彰式」

　知立市の商工会館で税に関する習字・優秀作品表彰式がありました。本校から
は６年生の２名の児童がみごと、優秀作品の表彰を受けました。
　〇市商工会長賞　藤井菜々美さん　〇刈谷納税貯蓄組合連合会賞　田中優那さ
ん



平成２９年１１月１０日（金）「オータムフェスティバルの練習」

　オータムフェスティバルが近づき、今週は、それぞれの学年とも練習に力が
入ってきました。

平成２９年１１月８日（水）「雨の日の図書室」



　雨の日の図書室の放課は、子どもたちでいっぱいになります。本を読むのが好
きな来小の子が多くてすばらしいです。

平成２９年１１月６日（月）「シェイクアウト訓練」

　授業中にシェイクアウト訓練を実施しました。幾度かの訓練で子どもたちは自
分の体を伏せて、命を守る動作を着実に身につけています。

平成２９年１１月６日（月）「11月の読み聞かせ」

　１１月の読み聞かせがありました。朝のひととき、心に響くお話を聴いて、子
どもたちは目を輝かせていました。



平成２９年１１月３日（金）「市小学生バスケットボール大会」

　市内のバスケットボール協のクリニックで練習している児童や学校で参加する
児童が一斉に集まり、福祉体育館で大会が開催されました。多くの来迎寺小児童
も参加していました。

平成２９年１１月１日（水）「修学時健康診断」

　来年度、来迎寺小学校に入学する園児の健康診断が行われました。あと５か
月、新１年生になるのがみんな楽しみのようでした。

平成２９年１０月３１日（火）「研究授業」

　教員の資質向上や「考える力」の研究推進をめざして、先生方が研究授業に取
り組んでいます。３０日は、１年生・５年生で、３１日は４年生で実施されまし



た。

平成２９年１０月３０日（月）「全校朝会」

　全校朝会では、小中音楽会に来迎寺小学校の代表として出演する４年生代表児
童の合唱が披露され、すばらしい歌声に喝采がおこりました。また、学級委員や
委員会代表の認証式が行われました。４年生は、総合学習で進めている牛乳パッ
ク集めを全校児童に呼びかけました。



平成２９年１０月２７日（金）「オータムフェスティバル練習（３年・
２年）」

　オータムフェスティバルの練習や準備が１１月１８日（土）の本番に向けて、
着々と始まりました。どの学年の児童も一生懸命に取り組んでいます。

　 　　　　　　　　３年生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２年生

平成２９年１０月２７日（金）「４年生の総合学習」

　　４年生が牛乳パックについて調べたり、説明したり、活用したりしていま
す。そうした内容を他学年の各学級や職員室でも分かりやすく説明してくれまし
た。次は牛乳パックを活用した作品の展示会を開いてくれるようです。

平成２９年１０月２６日（木）「なまず号体験」

　　地震体験をする「なまず号」が来校しました。４年生児童が地震の怖さを全
員で体験しました。



平成２９年１０月２５日（水）「赤い羽根共同募金　作品入選」

　　赤い羽根共同募金作品の県や市のコンクールに、多くの来迎寺小学校の児童
が入賞しました。
　 愛知県習字の部　　　入選　天野　礼菜（６年）さん
　 愛知県ポスターの部　特選　藤本　　柊（２年）くん
　 愛知県ポスターの部　入選　植田　珠羽（４年）さん・山口真里奈（６年）さ
ん
　 知立市ポスターの部　入選　大谷　博孝（１年）くん・宮田　悠成（３年）く
ん 

平成２９年１０月２０日（金）「芸術鑑賞会」

　今年の芸術鑑賞会は、ハピニスト。楽しい演奏や歌を聞かせてくれ、来迎寺小
児童みんなで盛り上がりました。



平成２９年１０月１６日（月）「１０月読み聞かせ会」

　　読み聞かせをするボランティアの皆さんの話し声にどの学級の子どもたちも
くぎ付けでした。

平成２９年１０月１６日（月）「新聞記事へ掲載された児童の声」

　　6年生の子どもたちの主張が、新聞記事にいくつか掲載されました。どの児童
の記事もしっかりした考えです



平成２９年１０月１５日（日）「御鍬神社大祭」

　　あいにくの雨でしたが、来迎寺町では、御鍬神社の秋の大祭が厳粛に営まれ
ました。巫女の舞やお囃子の太鼓では、来迎寺小学校の子どもたちがすばらしい
演技や演奏でお祭りを盛り上げていました。



平成２９年１０月１４日（土）「活用品バザー」

　　小雨が心配される天気でしたが、多くの皆さんが参加してくれました。交通
安全推進協議会と本校ＰＴＡ主催の活用品バザーが開催されている間は雨に見舞
われませんでした。おやじの会の出し物も子どもたちで大盛況でした。



平成２９年１０月１２日（木）「６年生　陸上記録会」

　　これまで練習を積み上げ、待ちに待った陸上記録会がありました。６年生の
選手は、ライバルは昨日までの自分の記録と、記録更新に全力で取り組んでいま
した。

平成２９年１０月１０日（月）「交通安全パレード」



　　来迎寺学区交通安全推進協議会が主催する最大ｲﾍﾞﾝﾄ、交通安全パレードが秋
空のもと、３年ぶりに外で開催することができました。参加者全員で交通事故ゼ
ロを目指すことを確認しました。

平成２９年１０月１０日（火）「後期始業式」

　　始業式では、いろいろな活動で活躍し表彰を受けた児童への伝達表彰をしま
した。学年の100日が過ぎ、後100日。元気で明るく活動し、大きく成長してほし
いです。



平成２９年１０月９日（月）「牛田八幡社大祭」

　　さわやかな天候のもと、牛田神社では秋の大祭が行われました。牛田町の子
どもたちの活躍がお祭りに華を添えていました。

平成２９年１０月６日（金）「５年生　稲刈り」

　　さわやかな天候のもと、牛田神社では秋の大祭が行われました。牛田町の子
どもたちの活躍がお祭りに華を添えていました。



平成２９年１０月６日（金）「６年生の声が新聞掲載」

　　６年生の土居陸人くんの意見が朝日新聞に掲載されました。しっかりした本
人の主張がすばらしいです。

平成２９年１０月４日（水）「１年生　生活科授業」

　　生活科の授業で１年生は秋の虫を育てたり、観察したりしています。

平成２９年１０月３日（火）「４年生　音楽会に向けて」

　　小中音楽会に出場する４年生の代表が授業後、合唱の練習に取り組んでいま
す。音楽室から聞こえてくるハーモニーが日に日に高まってきて、当日が楽しみ



です。

平成２９年１０月１日（日）「八橋町運動会」

　　運動会日和の1日、八橋町の皆さんが子どもたちの活躍を中心にした運動会を
開催してくれました。さすが八橋町と思わせる活気ある運動会でした。



＜校長＞

平成２９年４月から９月までのお知らせ

平成２９年９月３０日（土）「来迎寺・八橋保育園運動会」

　　来迎寺・八橋保育園運動会では、園児が明るく笑顔いっぱい、参観する家族
や地域の皆さんを元気づける演技で頑張っていました。

＜校長＞ 

平成２９年９月２９日（金）「２・４年生親子活動」



　　忙しい中を保護者の方が大勢参加してくださり、２年生・４年生の子どもた
ちは大喜びでドッジビーに興じていました。特にお父さん方に多く参加していた
だきました。

＜校長＞ 

平成２９年９月２７日（水）「来小っ子全員遊び」



　　来小っ子全員で運動場を楽しくかけまわりました。代表委員会の皆さんが計
画してくれた「電子レンジおにごっこ」を全校児童で行いました。代表委員２６
名の鬼にタッチされると凍結しますが、違う学年の仲間２人に囲んでもらうと解
凍され助けてもらうことができます。全学年で仲良く遊びました。

＜校長＞ 

平成２９年９月２４日（日）「牛田町運動会」

　　すばらしい秋晴れのもと、牛田町運動会が来迎寺小学校の運動場で開催され
ました。来迎寺小学校の児童も子ども会の一員として、地域の方の見守られなが
ら精一杯競技していました。



＜校長＞ 

平成２９年９月２２日（金）　「子どもたちの登校」

　　気持ちのよい秋の朝、子どもたちの登校を見守ってくださる交通指導員や保
護者の方のおかげで子どもたちは安心して通学しています。また、気持ちのよい
あいさつが行きかい、心も爽快です。



＜校長＞ 

平成２９年９月１６日（土）　「PTA校内ソフトミニバレーボール大
会」

　　保護者の皆さんと教員で混合チームを作り、ソフトミニバレーボール大会が
開催されました。和気あいあいと、しかも全力でプレーし、盛り上がる会となり
ました。明日の筋肉痛が心地よさそうです。

＜校長＞ 

平成２９年９月１４（木）１５日（金）「６年生修学旅行」

　　待ちに待った６年生の修学旅行。奈良と京都で心に残る思い出をいっぱいつ
くってきました。





＜校長＞ 

平成２９年９月１４日（木）「１・２・３・４年生　遠足」

　　１・２年生は堀内公園へ、３・４年生は大高緑地公園にそれぞれ遠足に行き
ました。秋らしいすがすがしい気候の中、どちらの遠足も楽しく活動してきまし
た。



＜校長＞ 

平成２９年９月１２日（火）　「放課後児童クラブ・放課後児童教室建
設事務所」

　　現在の児童クラブ西側の砂地に１階が放課後児童クラブ、２階が放課後児童
教室となる建物が併設されます。そのための工事用仮設事務所が児童センター駐
車場に建てられました。プール西側の南門は現在は保護者等の出入りのため通れ
るようになっていますが、子ども達の通学はプール東側の南門になりました。



＜校長＞ 

平成２９年９月１２日（火）　「保護者の交通立ち番とはぐくみ隊の方
の見守り」

　朝からあいにくの雨で薄暗く、子どもたちの登校も心配でしたが、保護者の立
ち番の方やはぐくみ隊の方の見守りで子どもたちは元気に登校し、あいさつやお
礼をしっかり言っている姿が印象的でした。

＜校長＞ 

平成２９年９月１０日（日）「コミュニティー三世代スポーツ大会」

　　強い日差しの照りつける暑い日でした。暑さに負けずソフトボールとフロア
カーリングの大会でコミュニティーの親睦を図りました。来小の児童も大勢参加
してくれていました。



＜校長＞ 

平成２９年９月８日（金）　　　　「３年生梨園見学」

　　３年生が、授業の一環で梨園に出かけました。太陽が照りつける暑い日差し
の中を歩いていきましたが、梨園の中は、木漏れ日で過しやすかったようです。
梨園の方に梨のことを優しく教えていただきました。



＜校長＞ 

平成２９年９月７日（木）「学校公開日・自転車安全教室・命の教育」

　　午前中の学校公開日には、多くの保護者や家族の皆さんが足を運んでくださ
り、子どもたちが生き生きと学校で活動する姿を参観してくれました。そんな
中、１年生は自転車安全教室、４年生は命の教育を開催し、親子で一緒に学ぶ姿
が見られました。また、２・６・５年は月例マラソンをがんばる姿も見ていただ
きました。

　　　　　　　　授業参観　３年習字　　　　　　　　　　　　　　授業参観　
５年音楽

　　　　　　　　　　授業参観　長放課　　　　　　　　　　　　授業参観　長
放課



　　　　　　　１年自転車安全教室　　　　　　　　　　　　　　１年自転車安
全教室

　　　　　　　４年　命の教育　　　　　　　　　　　　　　　　　　４年　命
の教育

　　　　　　　５年　月例マラソン　　　　　　　　　　　　　　　５年　月例
マラソン 

＜校長＞ 

平成２９年９月７日（木）　　　　「PTA活用品バザー準備」

　　１０月１５日(土)に開催されるバザーに向けて、ＰＴＡの皆さんや来迎寺保育
園･八橋奴保育園の父母教師会の皆さんが準備を始めてくれています。今年も盛大
に実施できそうです。



＜校長＞ 

平成２９年９月７日（木）　「PTAソフトミニバレーボール練習会」

　　授業後、ＰＴＡ会員委員会が主催するソフトミニバレー練習会に保護者の皆
さんや来迎寺小職員が一緒に汗を流していました。来週の土曜日には、大会を開
く予定です。

＜校長＞ 

平成２９年９月４日（月）　　　　「読み聞かせの会」

　　夏休み明け初めての読み聞かせがありました。どの教室でも、読み聞かせボ
ランティアの皆さんの声を食い入るように聴いている児童の姿がありました。



＜校長＞ 

平成２９年９月３日（日）　　　　「知立市総合防災訓練」

　　来迎寺小学校が知立市の総合防災訓練のメイン会場となりました。親子や家
族で参加する児童も多くいました。



＜校長＞ 

平成２９年９月１日（金）　　　　「校内避難訓練」

　　「防災の日」の今日、避難訓練を実施しました。自分の命、仲間の命を守る
ことの大切さをしっかりと学びました。

＜校長＞ 

平成２９年９月１日（金）　　　　「夏休み明け全校集会」

　　全校児童が大きな事故もなく夏休みを終え、夏休み明けの初日が迎えられた
ことをみんなで喜びました。また、夏休み中に活躍し、表彰を受けた児童への伝
達をしました。



＜校長＞ 

平成２９年８月２６日（土）　　　　「夏祭り・テント村」

　　秋の訪れを感じるさわやかな天候となりました。そんな中、おやじの会夏祭
りや来小テント村が開催されました。この夏最後のイベントに多くの子どもたち
と保護者が参加してくださり、楽しい一時をみんなで楽しみました。



＜校長＞ 

平成２９年８月２２日（火）　　　　「来迎寺小学校の教員研修」

　　来迎寺小学校の教員研修の一つとして、今年はフロアーカーリングの実習を
行いました。地域で盛んなスポーツです。子どもたちの活動に取り入れる先生も
出てくると思います。

＜校長＞ 

平成２９年８月２２日（火）　　　　「コンピューター室リニューア
ル」

　　コンピューター室のパソコンが全て新しくなりました。また、デジタルカメ
ラも新しくなり、タブレットも２５台ほど装備されました。子供たちは９月から



の学習にまたわくわくできます。

＜校長＞ 

平成２９年８月１９日（土）　　　　「全校出校日・親子除草」

　　全校出校日に合わせ、親子除草を開催しました。多くの保護者の皆さんが子
どもたちと一緒に汗を流し、学校中の草をすっきりにしてくれました。9月からの
学校生活がさわやかに始まりそうです。

＜校長＞ 

平成２９年８月９日（水）　　　　「夏休みラジオ体操２」

　　ラジオ体操も終盤です。これが終わるとお盆休みに近づきます。暑い中です
が、多くの子どもたちががんばっていました。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牛田公民館前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浄教寺公園

　　　　　　　　　　大流公園　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高村鉄
工前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下流公園　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　来迎寺児童センター前 

＜校長＞ 

平成２９年８月２日（水）　　　　「夏休みラジオ体操」

　　8月1日からラジオ体操が始まりました。来迎寺小学校区でも、元気に参加す
る子どもたちの姿が見られました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来迎寺児童センター前

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　牛田神社境内 

＜校長＞ 

平成２９年７月２７日（木）　　　　「小学校水泳記録会」

　　知立西小学校で開催された水泳記録会は、日差しの柔らかな曇り空のおかげ
で、さわやかに開催できました。来迎寺小学校５・６年の代表選手たちの活躍が
とても輝いていました。みんなで声をそろえた声援や保護者の皆さんの参観が出
場選手たちに力を与えていました。



＜校長＞ 

平成２９年７月２３日（日）　　　　「猿渡川祭り」

　　福祉の里八ツ田を中心に「猿渡川祭り」が開催されました。本校の児童も多
く参加していました。ちゅりっぴも子どもたちのために会を盛り上げていまし
た。

＜校長＞ 

平成２９年７月２１日（金）　　　　「個人懇談会」

　　夏休みに入り、個人懇談会が始まりました。暑い中を学校に足を運んでくだ
さる保護者の皆様に感謝しています。お子さんにとって、よりよい夏休み明けの9
月がスタートできるように、担任との懇談をしっかりとしていただいていまし



た。

＜校長＞ 

平成２９年７月２１日（金）　　　　「５・６年　水泳強化練習」

　　午前中は５・６年水泳強化練習、午後からはプール開放がそれぞれありまし
た。暑さに負けず子どもたちは元気に参加してくれました。やっぱり夏はプール
が一番のようです。

＜校長＞ 

平成２９年７月２０日（木）　　　　「竹中さん　田中さんの考えが新
聞に掲載」



　６年２組の竹中怜亜さん〔7月19日（水）掲載〕、田中優那さん〔7月20日
（木）掲載〕のそれぞれの主張が中日新聞に掲載されました。子どもたちの考え
や思いが新聞を通して、多くの人の心に届くといいです。

＜校長＞ 

平成２９年７月１４日（金）　　　　「清水君の主張が新聞に掲載」

　６年３組　清水貫多君の主張が朝日新聞朝刊に掲載されました。本校では職員
が児童の「考える力」の育成めざして取り組んでいます。そうした子どもたちの
考える力を伸ばす一環として、子どもたちの考えや主張を新聞社などへ発信して
います。その一つが、今回の清水君の「たまには大きな組み立て体操も」の主張
です。

＜校長＞ 

平成２９年７月１０日（月）　　　　「英語活動」

　　今年から３年生と４年生の英語活動を始めました。新学習指導要領を見据
え、年間３回だけですが取り組むことにしました。体全体を使って子どもたち
は、あいさつの仕方などを楽しく学んでいました。また、５年生も週１回の英語
活動で楽しくゲームをしながら日常英語を身につけています。



　　　　　　　　　　　３年生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３
年生

　　　　　 　　　　　４年生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５
年生 

＜校長＞ 

平成２９年７月５日（水）　　　　「学校保健委員会」

　　第１回学校保健委員会を６年生の児童が参加して行なわれました。ＰＴＡの
保健環境委員の皆さんと一緒に、保健委員による６年生の健康に対するアンケー
トの報告、学校医の水野健雄先生の「生涯健康で過すために大切なこと」のお
話、学校歯科医の野村篤先生や近藤由幸先生の歯の健康についてのお話を聴き、
改めて睡眠や食事、運動、歯磨き等の大切さを確認し合いました。



＜校長＞ 

平成２９年７月５日（水）　　　　「シェイクアウト訓練」

　１０時１５分の大地震発生の校内放送による訓練情報と同時に、授業中の児童
がみんなシェイクアウトを行ないました。命を守ることの大切さと方法をきちん
と身につけていました。

＜校長＞ 

平成２９年７月４日（火）　　　　「朝の体力つくり」

　週一回、火曜日朝は体力づくりで5分走を全校で行なっています。蒸し暑い夏の
日に負けない体力をしっかりと鍛えています。



＜校長＞ 

平成２９年７月３日（月）　　　　「夏まつり集会」

　夏休みまで2週間足らず。夏休みまでの暑さを吹き飛ばして元気一杯過ごし、全
校児童みんなが仲良く過ごせるようにと、代表委員会の児童が夏祭り集会を計画
してくれました。１年生と６年生、２年生と４年生、３年生と５年生がペアを作
り、ゆかいな劇や楽しいゲームで盛り上がりました。

＜校長＞ 

平成２９年６月２７日（火）　　　　「４年生クリーンセンター見学」

　４年生がクリーンセンターに出かけ、ごみ処理の方法や手順の説明を聞き、目
で見て学んできました。



＜校長＞ 

平成２９年６月２７日（火）　　　　「1年生シャボン玉とばし」

　１年生が生活科の授業で、シャボン玉を作ってとばしました。

＜校長＞ 

平成２９年６月２７日（火）　　　　「２年生　歯科検診」

　２年生が歯科検診をしました。大人の歯に生えかわる子が多くいました。

＜校長＞ 

平成２９年６月２７日（火）　　　　「６年生　家庭科授業」



　６年のミシンがけの授業では、手づくりのナップサックを作りました。これか
らどんどん活用されそうです。

＜校長＞ 

平成２９年６月２７日（火）　　　　「５年生書写の授業」

　５年生は、「成長」の文字をていねいに書いていました。山の学習後の成長が
期待できそうです。

＜校長＞ 

平成２９年６月２６日（月）　　　　「学区児童・民生委員会」

　学区を担当してくださる民生委員と児童委員の方が一斉に来校してくださり、
学校の子供たちの様子と地域での子供たちの様子を情報交換し合いました。



＜校長＞ 

平成２９年６月２４日（土）　　　　「市少年の主張大会」

　市文化会館で行われた少年の主張大会では、本校代表の６年寺田奈央加さん
が、あいさつの大切さとすばらしさを多くの聴衆に主張し、感動を与えました。

＜校長＞ 

平成２９年６月２４日（土）　　　　「子ども会ドッジボール大会」

　市ドッジボール大会には、来迎寺小学校の子ども会の皆さんも出場し、元気に
活動し大会を盛り上げてくれました。

＜校長＞ 

平成２９年６月21日(水)～23日(金)　　　　「５年生山の学習」

　新城市鳳来寺にある「愛知県民の森」で５年生が山の学習を実施しました。今
年一番の豪雨の中を出発し、１日目は予定を変更しながら、雨天催事場や管理棟
大部屋を使ってレクリエーション、雨が上がった夕方は肝試しを楽しみました。
翌日は、ハイキングや水遊び、飯ごう炊飯、キャンプファイヤーと予定どおりの
活動をみんなで意欲的に取り組みました。３日目は晴天、ネイチャークラフトと



鳳来寺山への階段上りを体験しました。また、蛍の乱舞、無限の星が降り注ぐ夜
空、大きな滝間近に見られ、自然を満喫する最高の山の学習となりました。

　　　　　　フリータイムでカードゲーム　　　　　　　　　　テントへの毛布
運び

　　　　　　お風呂の待ち時間タイム　　　　　　　　　　　レストランで夕食
タイム

　　　　　レクタイムでジャンケンゲーム　　　　　　　　　　２日目の朝の様
子

　　　　　雨天催事場で朝のラジオ体操　　　　　　　　ハイキングコースめぐ
り



　　　　キャンプファイヤーでクラススタンツ　　　　　　　　　　　　火の舞

　　　　　火文字「ドリーム１０９☆」　　　　　　　　　　　　　会議室で朝
食タイム

　　　　　　　　鳳来寺山　石段のぼり　　　　　　　　　　　　１４２５段の
踏破

　　　　　 　山頂の休憩所でダウン！　　　　　　　　　　　東照宮の前で集合 

＜校長＞ 

平成２９年６月２０日（火）　　　　「４年生　ストップ温暖化教室」



　４年生がクラス単位で、ストップ温暖化の授業を受けています。講師に県地球
温暖化防止活動推進員の方を迎え、二酸化炭素が地球を暖める仕組みや環境を守
る身近な取り組みを学習しました。

＜校長＞ 

平成２９年６月２０日（火）　　　　「１年生　姿勢ストレッチ」

　１年生が体重測定を行なう機会に、養護教諭から姿勢をよくするストレッチの
やり方や授業中の姿勢のアドバイスを受けました。

＜校長＞ 

平成２９年６月１９日（月）　　　　「全校朝会」



　６月２４日（土）１０：００から市文化会館で実施される少年の主張大会で発
表する６年生の寺田奈央加さんの「広げようあいさつの花」の主張を全校児童で
聞きました。体験したあいさつすることのすばらしさをもとに、みんなで広げま
しょうと呼びかける内容が全校児童の心に響きました。ぜひ、多くの皆さんに聴
いていただきたいです。

＜校長＞ 

平成２９年６月１５日（木）～１６日（金）「たんぽぽ組夏合宿」

　洲原公園のロッジに寝泊りし、家族から離れ、自分たちの力でいろいろな生活
や活動が出来る訓練でした。協力し合いながら、楽しく活動をやり遂げていまし
た。

＜校長＞ 



平成２９年６月１４日（水）　　　　「６年生水泳強化練習」

　いよいよ水泳強化練習が始まりました。６年生が６時間目と授業後を使い練習
に励んでいました。５年生も山の学習が終わると本格的な練習に入ります。

＜校長＞ 

平成２９年６月１３日（火）　　　　「朝のかけ足」

　体力づくりの一環として、毎週に火曜日の朝の活動は体力づくりです。今は全
校でかけ足（５分間走）を行なっています。

＜校長＞ 

平成２９年６月１２日（月）　　　　「６月読み聞かせ会」

　読み聞かせボランティアの皆さんによる、今年初めての読み聞かせ会が各学級
で行なわれました。どのクラスの子どもたちもボランティアさんのお話のとりこ
になっていました。




