
 ３月２２日（金）　修了式　教室移動

　本日をもって、平成３０年度の授業が終了しました。１時間目の前に修了式を行
いました。来年度はそれぞれが進級して、新しい１年生を迎えます。春休みも準備
の期間として、有意義に過ごすよう、伝えました。
　学校日誌（校長の窓）についても、本日をもって終了します。ありがとうござい
ました。

左：１年生から５年生の代表児童に修了証を手渡しました。
右：交通安全担当より、無事故無違反記録が３５２日となったことと、改めて交通
事故に気を付けるよう、伝えました。

 ３月２０日（水）　卒業式

　膨らんだ桜のつぼみが今にも花開く陽気の中、たくさんのご来賓に参列していた
だき、厳粛な中にも心温まる卒業式を執り行うことができました。

左；卒業生入場　ハナミズキのピアノ生演奏の中、卒業生が胸を張って入場しまし
た。
右：一人一人の児童が元気な返事をして卒業証書を受け取りました。



左：校長式辞では謙虚な姿勢と感謝の気持ちを持ち続けることの大切さを伝えまし
た。
右：「お別れの言葉」では卒業生、在校生の思いを伝え合いました。

左：６年生の担任が体育館を退場していく児童を見送りました。
右：最後の学級活動の後、在校生が卒業生とその保護者を見送りました。

 ３月１９日（火）　卒業式準備

　明日はいよいよ卒業式です。卒業する子供たちの門出の日にふさわしい晴天にな
るよう願っています。

　５年生の児童が心を込めて、式場や教室、廊下等を厳粛で心温まるな卒業式にふ
さわしい環境に整えました。



　少し前のことですが、５年児童の作品が中日新聞の「あすなろ川柳」に掲載され
ました。

 ３月１８日（月）　卒業式予行　

 　本日、卒業式予行を行いました。明後日の卒業式が卒業生はもとより、どの子に
とっても一つの門出となるよう、学校全体で気持ちを一つにして準備していきま
す。

左：５年生の掃除の様子。まもなく最高学年となる自覚が掃除への取り組みにもあ
らわれています。
右：桜のまだ開花していませんが、楠はいつも同じ姿で児童の活動を見守っていま
す。

 ３月１５日（金）　６年生を送る会

 　６年生を送る会では、４年生以下の学年がこれまで練習してきた歌や演奏を披露
しました。６年生からも「お礼の言葉」が下級生に伝えられました。それぞれの思
いがこもった素敵な時間となりました。。



下級生の出し物

左：５年生による贈る言葉
右：６年生によるお礼の言葉

 ３月１４日（木）

　本日、通学班会と、それに引き続き、一斉下校を行いました。６年生が班長を務
めるのは本日の登校までで、下校からは５年生以下の新班長が引き継ぎました。

左：通学班会では新班長（副班長）を選んだり、並び順、集合場所等の確認をした
りしました。
右：一斉下校では、担当の教員が集合場所まで一緒に歩き、並び順や集合場所の確
認を行いました。



 ３月１３日（水）

　卒業式まで１週間となりました。学校全体で卒業式・修了式に向けての準備が進
められています。

左：在校生（３年～５年）の卒業式練習が始まりました。
右：素敵な卒業アルバムが完成しました。

 ３月１２日（火）　６年：奉仕作業

　６年間の小学校生活を過ごした学校をきれいにしようと、各場所に分かれて、奉
仕作業を行いました。日頃の掃除時間ではなかなかきれいにならない場所も力を合
わせてきれいにしました。



校長室・職員室前の側溝やせせらぎ庭園の掃除を行う６年生の様子

 ３月１１日（月）

　東日本大震災で尊い命を奪われた方を偲び、 各学級で黙とうを行いました。

 ３月８日（金）

　７日（木）に３１年度第１回PTA常任委員会を開催しました。来年度の会長予定者
のあいさつから始まり、活動計画について確認したり、各委員会ごとでの打ち合わ
せを行いました。どの委員会でも意欲的な話し合いが見られました。来年度も来迎
寺小学校PTAの伝統を守りながら、社会の変化に合わせて革新的な活動が展開される
期待が広がりました。



 ３月７日（木）　感謝の会　３１年度第１回PTA常任委員会

　日頃、本校の教育活動や児童の健全育成を支援してくださっている地域ボラン
ティアの方々を招き、感謝の会を行いました。ボランティアの代表（おやじの会）
の方から、謙虚さや感謝の念を伝える直接的な方法があいさつであり、あいさつは
自分を開くことや相手に近づくことだから、元気なあいさつで、地域を盛り上げて
ほしいという激励を受けました。

 ３月６日（水）　



６年生は卒業式の練習を始めています。

５年生は図工で多色刷りに挑戦しています。学年が上がるごとに版画の技術も高
まっています。

 ３月５日（火）　竜北中学校卒業式

　本日は、中学校の卒業式でした。本校卒業生も立派な姿を見せてくれました。本
日は、昨日行われた「交通少年団団旗継承式」についてお伝えします。

左：学区交通安全推進協議会会長様よりお言葉をいただきました。
右：６年生代表から育成会会長へ、育成会会長から５年代表へと団旗が手渡されま
した。



左：はぐくみ隊隊長より激励の言葉をいただきました。
右：全員で「緑のそよ風」を歌いました。

 ３月４日（月）　全校朝会　団旗継承式　クラブ活動

　卒業式まで残すところ１３日、終了式まで１４日となりました。全校朝会も今年
度最終となりました。「この仲間とだから豊かな学校生活を送ることができた」と
胸を張って言えるように、共に過ごす時間を大切にしてほしいと伝えました。
　表彰では、「善行賞」をはじめ、たくさんの伝達表彰を行いました。その後、７
日（木）に予定する感謝の会に向けて全校で歌の練習をしました。。

 ３月１日（金）　、たんぽぽ組：学区探検（八橋地区）

 　３月になりました。今年度も残すところ１か月となりました。本日は、たんぽぽ
組が学区探検（八橋地区）を行いました。また、生活委員があいさつ運動で優秀な
成績を残した学級に手作りの表彰状を渡しました。



左：無量寿寺かきつばた園にある在原業平像の下で、かきつばたのいわれについて
学習しました。
右：参道を歩いて、浄教寺境内へ

左：委員会の時間を利用して、あいさつ運動の賞状を作成しました。
右：各教室に出向き、表彰状を手渡しました。

 ２月２８日（木）　マーチング部・バトン部練習

　本日は、授業後にマーチング部・バトン部の練習を行いました。来年度の「くす
のきふれあい運動会」等、本校の諸行事にて演奏等を披露するための４年生と５年
生からなる新メンバーでの練習が計画的に進められています。



 ２月２７日（水）　なかよし遊び（最終）

　１年生と６年生、２年生と４年生、３年生と５年生がペアになって行う「なかよ
し遊び」。本日が今年度最終となりました。

６年生が用意した遊びを行いました。１年生は大喜び！

３年生がけがをしないように、楽しめるように、５年生が配慮してドッジボールを
行いました。

 ２月２６日（火）　朝の駆け足

左：保健委員がトイレのスリッパをきれいに洗いました。



右：環境委員が運動場の整備をしました。

晴れ渡った朝の空の下、朝の駆け足を頑張りました。

 ２月２５日（月）　たんぽぽ組：弘法さん見学　委員会活動

　たんぽぽ組の児童が、バスを利用して、弘法さん縁日の見学を行いました。お買
い物をしたり、地元八橋のかきつばた祭りと並ぶ、知立市の文化的行事に触れるこ
とができました。

 ２月２２日（金）　



　２月２０日（水）に、２年生が生活科の学習の一環で、１年生を招いて、「おも
ちゃ教室」を開きました。「魚釣り」「ぶんぶんゴマ」「「山登りカメさん」
「ペットボトルキャップゴマ」「紙けん玉」「ぴょんぴょんカエル」等、たくさん
のおもちゃを作ったりそれで遊んだりしました。

※写真は２年３組と１年３組の交流の様子です。

２月２１日（木）　たんぽぽ組　学区探検（来迎寺地区）　５年：家庭科調理実習 

　５年３組の調理実習の様子。ご飯と、ダイコン、油揚げ、ネギが入ったお味噌汁
を作りました。男女が協力して調理を進めました。 



 ２月２０日（水）　交通死亡事故死０の日　学校評議員会　５年：ネットモラル教
室

朝の登校指導の様子。はぐくみ隊の方、PTAの当番、教員が連携して進めています。

ネットモラル教室の様子。話題の「悪ふざけ投稿」がどのような被害をお店や会社
にもたらすか、自身にどれぐらいの責任が課されるか、また、「出会い系サイト」
での出会いがどのような危険性を秘めているかについても、しっかりと学びまし
た。

 ２月１９日（火）　２年：英語活動

　２年生が外部講師の永田先生をお招きして、英語活動を行いました。本日は、
How old are you?　という質問に対して受け答えをする上での英語の数字やその発
音を覚えてコミュニケーションを行いました。



左：自分の年齢を英語を使って相手に伝えることができるようになりました。
右：１８日（月）、３年生がクラブ活動を見学しました。４月から４年生です。

 ２月１８日（月）　４年：煎茶体験　３年：クラブ見学

　地域の方をお招きし、方巌売茶や無量寿寺等の歴史について教えていただいた
り、実際に煎茶を入れ方を体験したりするなど、八橋を中心とする煎茶文化につい
て学びました。

 ２月１５日（金）　PTA新旧実行委員事務引継ぎ会



左：５年生の月例マラソンの様子。寒い中、頑張りました。
右：PTA新旧実行委員事務引継ぎ会の様子。今年度の委員の皆さんお疲れさまでし
た。来年度の委員の皆さんよろしくお願いします。

 ２月１４日（木）

 ６年生が卒業制作として木彫写真たてを製作しています。本日は外部講師を招い
て、彫刻刀の扱い等を確認して、製作を進めました。

 ２月１３日（水）　３年：知立市歴史民俗資料館見学

　３年生は、社会科の学習で「知立市の昔の暮らし」について学んでいます。本日
は電車（牛田ー知立間）に乗って、新地町にある歴史民俗資料館までに見学に出か
けました。



左：ひな人形の特設展示を見学しました。
右：五右衛門ぶろ等、昔の暮らしで使われたものについて説明を受けました。

左：足ふみ脱穀機等、昔の農具について学びました。
右：児童数が多くて一度には入りきれないため、２交代制で公園にて待ちました。

 ２月１２日（火）　生活委員会「あいさつ運動」



　本日から、あいさつ強調週間が始まりました。
　生活委員が、「来小あいさつし隊」として、あいさつ運動を引っ張っていきま

す。

 ２月８日（金）

　昨日とはうって変わり寒い一日でした。暦の上では「立春」を過ぎましたが、ま
だまだ油断はできません。

　１年生の児童が、生活科の単元「みんなかぜの子：かぜであそんだよ」の学習で
つくった「かざぐるま」を回して遊びました。

 ２月７日（木）　５年：サッカー指導会



　男子優勝は３組、女子優勝は１組、総合優勝は２組と、大混戦でした。どの子も
練習の成果を十分に発揮して頑張りました。学級の絆もいっそう深まったようで
す。

 ２月６日（水）　雪だるま読書週間

　本日は、雨で外で遊べないため、放課には、たくさんの児童が図書室で本を読ん
だり、気に入った本を借りたりしました。
　インフルエンザによる学級閉鎖で学力テストを他学年と同じ日程で実施できな
かった６年生が今日から学力テストを実施しました。



　　放課中の賑わう図書室の様子　　　　　　　　　　　６年生の学力テストの様
子

 ２月５日（火）　雪だるま読書週間

　本日は、ICT支援員の先生の指導・支援のもと、１年生が学級ごとにパソコンの操
作について、専用ソフトを活用して楽しく学びました。小さな手でマウスを操作す
る姿がかわいかったです。
　２月の「くすのきだより」（家庭には配付済）の巻頭には、プログラミング教育
についての本校の取り組みについて記載してあります。

 ２月４日（月）雪だるま読書週間　全校朝会　委員会活動



　先日行われました「「第１３回小中学生百人一首大会」や「第４１回知立市新春
武道大会」で顕著な成績を残した児童や、日頃の学びの成果を新聞等に投稿し、掲
載された児童等、たくさんの児童を表彰しました。

　交通安全担当から、今年度の無事故記録が「３０６」日になったことや、今後も
飛び出し等に気を付けるよう伝えました。

 ２月１日（金）　入学説明会

　２月となりました。今年度も残すところ２か月となります。本日は来年度入学予
定の園児等とその保護者をお招きして、入学説明会を開催しました。来年度の４月
に会えることを楽しみにしています。



 １月３１日（木）　学力テスト（国語）

 昨日は算数、今日は国語の学力テストを行いました。

　　　　　　　　５年生のテストの様子　　　　　　　　　　　　２年生のテスト
の様子

 １月３０日（水）　全員遊び　学力テスト（算数）

 昼の放課に、児童会主催の「全員遊び」を行いました。教員も「おに役」でハッス
ルしました。



 １月２９日（火）

　25日から学校給食週間が始まりました。通常と違う料理も出されました。

左：25日（金）は、手巻きのりでご飯と小えびの天ぷら、八丁肉みそを巻いて食べ
る献立です。小えびだけでも、肉みそだけでも、両方入れても美味しく食べられま
す。名古屋の天むすをイメージし、食べる楽しさを感じることを目的としていま
す。 
 
右：29日（火）は、ペルー料理です。ロモ・サルタードとフライドポテトをごはん
の上にのせ、ビビンバのように混ぜながら食べます。ソパ・デ・キヌアは、キヌア
が入ったコンソメスープです。 

 １月２８日（月）　６年：租税教室

 ６年生が租税教室を開催しました。

 １月２５日（金）　６年：バスケットボール指導会

　総合優勝は４組、準優勝は２組でした。どの学級もどの児童も一生懸命頑張りま
した。ルールを守って安全に、フォア・ザ・チーム（学級）で、大変盛り上がりま
した。たくさんの保護者が応援してくださいました。
　卒業式を含めて残り３７日。一日一日を充実した学校生活にしていきます。





 １月２４日（木）

　本日は、風が冷たく、さらに強く、この冬でも有数の寒い一日となりました。２
月７日（木）に５年生がサッカー指導会を行います。体育の授業や放課の時間を利
用して、練習に励んでいます。学級対抗の試合となりますので、各学級、盛り上
がっています。

　　　　　　放課の自主練習の様子　男子も女子も積極的に活動しています。

 １月２３日（水）

　今週の金曜日に６年生が校内バスケットボール指導会を行います。体育の授業や
放課の時間を利用して、練習に励んでいます。学級対抗の試合となりますので、各
学級、盛り上がっています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朝の自主練習の様子

 １月２２日（火）

　中日新聞（１月９日（水）付）「ヤングアイズ」に本校児童（２名分）の作文が
掲載されました。昨年度から、本校では授業や行事を通して学んだことを、新聞等



に投稿することで、学びの成果を広く社会に発信することに力を入れています。

 １月２１日（月）　読み聞かせ　委員会活動

　１月２０日（日）に第４１回知立市新春武道大会が開催されました。本校から
も、空手道、柔道、剣道の部でたくさんの児童が出場しました。

左：演武では、「剣道対なぎなたの異種競技対決」が盛り上がりました。
右：柔道の演武では本校児童が「技の受け手」役を務めていました。

 １月１８日（金）

　 １月２０日（日）に第４１回知立市新春武道大会が開催されます。本校からも、
空手道、柔道、剣道の部でたくさんの児童が出場予定です。本日は校長室にて激励
をしました。



 １月１７日（木）授業参観（道徳）　PTA子育て講座



 １月１６日（水）　書初め展示（～１７日）



 １月１２日（土）付け朝日新聞　「声　若い世代＠東海」に本校児童の投稿が掲載
されました。

 １月１５日（火）

　１月１２日（土）に「第１３回小中学生百人一首大会」が開催されました。本校
児童は大活躍でした。
小学校低学年の部
　１位：ファイヤードラゴン（知立小との混合チーム）
　２位：にゃかよしガールズ（知立小との混合チーム）
　３位：ここあ　
小学校高学年の部　
　３位：プーさん



 １月１１日（金）

 　１月１２日（土）に「第１３回小中学生百人一首大会」が開催されます。本校か
らは１０名の児童が参加予定です。校長室にて激励しました。

 １月１０日（木）　交通死亡事故死０の日



　冬季休業中に中日新聞に入っていたチラシ（農業組合法人アグリ知立、知立市役
所市民部経済課農政係）です。本校５年１組が描いたポスターが採用されました。
５年生は社会科の授業で「日本や地域の農業」等について、農業組合法人アグリ知
立や知立市役所市民部経済課農政係の協力を得て、体験的に学びました。

 １月９日（水）　６年：身体測定

　１月の身体測定が始まりました。６年生にとっては小学校最後の機会となりま
す。どの子も６年前に比べ、逞しく成長しました。
　インフルエンザで出席停止となる児童生徒が市内小中学校で増加中です。本校で
も冬休み明けから増加傾向です。

養護教諭が「せき」や「くしゃみ」が飛び広がる距離を伝え、マスク着用を呼びか
けました。



 １月８日（火）　書初め会

 本日は、全学年が書初め会を行いました。どの子も、日頃の書写の時間の練習成果
を十分に発揮するとともに、力強い文字で自分らしさを表現することができまし
た。

左：１年　硬筆「おばあちゃんと七くさがゆをつくります。・・・」
右：２年　硬筆「お寺でじょ夜のかねをつきました。・・・」

左：３年　毛筆「ふじ山」
右：４年　毛筆「友と学ぶ」

左：５年　毛筆「春の大地」
右：６年　毛筆「世界平和」

 1月7日（月）　全校朝会　一斉下校



　２０１９年の学校生活がスタートしました。かぜやインフルエンザでお休みの児
童もありましたが、学校に子どもたちの明るい笑顔が戻ってきました。今年度も残
すところ３か月弱です。来年度を見据えて、充実した学校生活が送られるよう、全
職員で支援していきます。

左：全校朝会では、冬休み中はもちろん、４月からの無事故記録が２７８日となっ
たことを交通安全担当から児童に伝えました。
右：一斉下校で、「はぐくみ隊」の方に見守られながら家路につきました。

 12月21日（金）　全校朝会　一斉下校

　全校朝会に先立ち、赤い羽根共同募金の贈呈式を行いました。また、たくさんの
伝達表彰を行いました。全校朝会では、校長、生徒指導担当、交通安全担当から冬
休みに気を付けてほしいこと（交通安全、防犯等）を伝えました。



左：代表児童が社会福祉協議会の代表の方に赤い羽根共同募金を贈呈しました。
右：代表生徒が大きな声であいさつしました。

左：たくさんの伝達表彰を行いました。
右：冬休み中に児童が交通事故に合わないと、4月から278日間無事故無違反記録と
なることを伝えています。

一斉下校では、「さようなら」「よいお年を」の声が行き交いました。

 12月20日（木）　交通死亡事故0の日　個人懇談4日目

　交通死亡事故0の日です。来小っ子は4月から交通事故０の記録を更新中です。は
ぐくみ隊をはじめとして地域の方の活動のおかげです。
　今朝も寒い中ですが、児童は元気に登校しました。



南門での登校の様子

明治用水上を登校する通学団と、はぐくみ隊の方や教員

 12月19日（水）　個人懇談3日目　6年：音楽（邦楽教室）

　6年生が音楽の授業で邦楽について学習しました。講師を招いて、演奏を聞いた
り、体験したりしました。



 12月18日（火）　個人懇談会2日目

　　　　　3年生廊下の児童作品　　　　　　　　　　　　　　5年生廊下の児童作
品



　　　　　6年生廊下の児童作品　　　　　　　　　　　寒い中、待っていただいて
います

　　　　　個人懇談の様子（3年）　　　　　　　　　　　　　　個人懇談の様子
（5年）

 12月17日（月）　全校読み聞かせ　個人懇談1日目

　冬休み前最後の1週間になりました。本日から個人懇談会を実施します。
　朝の活動の時間に読み聞かせを行いました。知立市魅力ある設計事業の一環とし
て、地域人材を学校教育活動の中で活用しています。読書を通して、豊かな心を育
てていきます。

　　高学年における読み聞かせの様子　　　　　低学年における読み聞かせの様子



 12月14日（金）

　今年も授業日は来週を残すのみとなりました。来週の月曜日からは個人懇談会を
予定しています。本日も凛とした澄み渡る青空の下、児童が元気に学習しました。

左：4年3組の図工の様子　楠などを写生しました。
右：2年1組の生活科の様子　ダイコンの生育を観察しました。

たんぽぽ組の図工の様子　クリスマスリースづくりをしました。

懇談会に向けて、小・中学校作品展で展示した作品を改めて見ていただけるよう、
全学年が準備しました。

 12月13日（木）



　快晴の一日でした。体育で元気に運動する児童、パンジーの苗を移植する児
童・・・。充実した学校生活が展開されました。

左：青空の下、凛と立つ楠
右：1年3・4組の体育の授業の様子

パンジーを移植する2年2組の児童の様子

 12月12日（水）



　校長宛の読書郵便が連日、届けられます。読書で豊かな心を育てていきたいで
す。少しずつ、返事を書いて届けています。

 12月11日（火）　たんぽぽ組：市内もちつき・ふれあいの会

 12月10日（月）の5年生：人権講演会は、「グリーンティーズ」の方々をお招きし
て、自閉症等発達障害がある児童や家族の思いに触れたり、やさしい接し方を学ん
だり、どの子も個性豊かで、精いっぱい生きていることなどを学びました。

左：相手の立場に立った優しい接し方について、教師が役割演技に加わって確認し
ました。
右：講演会の最後に代表児童がお礼の言葉を伝えました。

 12月10日（月）　人権集会　5年生：人権講演会

 人権集会では、校長講話で、「人権とはなにか？」「思い込みとその危険性」「許
されない！いじめや差別」「楽しい学校を創っていくために必要なこと」等につい
て、児童に伝えました。



左：「だまし絵」（若い女性の後ろ姿と老婆の横顔）を使って、「思い込み（一面
的なとらえ）」や「思い込みの危険性」について考える機会としました。相手を多
面的に、かつ、好意的にとらえていくことや勇気をもって正しいことを行っていく
ことが大切であることを話しました。
右：人権に関する標語等の表彰を行いました。

 12月7日（金）　4年：起震車体験　たんぽぽ組・1年：英語活動

　12月6日（木）に、愛知エメラルドライオンズクラブ（知立）の皆様を講師として
お招きして、6年生が薬物乱用防止教室を実施しました。将来にわたって薬物依存に
ならないようにするために必要な知識や心構えを学びました。

　本日、英語活動ボランティアの永田先生にご来校いただき、たんぽぽ組と1年生が
英語活動を行いました。色の名前を英語で言ったり、英語でのあいさつを覚えたり
するなど、どの子も積極的な態度で英語でのコミュニケーションを楽しみました。
に



　4年生の起震車体験については、来週、お伝えします。

 12月6日（木）　5年：デンソーサイエンススクール　6年：薬物乱用防止教室

　本日と明日、5年生が学級ごとで、「デンソーサイエンススクール」として、「理
科を好きになろう」「はっきりと自分の意見を言おう」という目標のもと、デン
ソーから来校していただいた講師によるサイエンススクール（今回は、モーターの
仕組みや役割、自動車等での活用）に参加しました。児童は、休憩時間になると
「えっ、もう終わりなの？」とつぶやいたり、自由時間になると用意された機器を
夢中になって操作したりしていました。

  12月5日（水）

　読売新聞（11月21日）に掲載されましたが、「読売新聞社主催文部科学省後援に
よる第68回全国小・中学校作文コンクール愛知県審査の結果、本校3名の児童が表彰



状（優秀賞1、佳作2）をいただきました。

 12月4日（火）　校内マラソン大会　PTAお汁粉奉仕

　雨の心配がありましたが、暑からず、寒からず、無風状態で、まさにマラソン日
和となりました。多くの児童がこれまでの練習の成果を十二分に発揮し、自己ベス
トで走りきることができました。走り終えると、PTA特製のお汁粉をいただきまし
た。絶妙の甘さ加減と、走った後の空腹感も手伝い、たくさんの児童がおかわりを
しました。



 12月3日（月）

　12月1日（土）と2日（日）に知立市小・中学校作品展が知立市文化会館（パティ
オ）にて開催されました。本校も各学年すてきな作品を展示しました。たくさんの
保護者の方、地域の方に見ていただきました。

左：たんぽぽ組　「『いただきます！』『ごちそうさま！』～いのちにありがとう
～」
右：1年生　「すてきなパフェ、大集合！」



左：2年生　「おしゃれなカラス」
右：3年生　「」みにきて、かぶって、ハットして～おしゃれなぼうし屋さん～

左：4年生　「とびだせ　昆虫大集合」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
右：5年生　「あれんじ　Name　プレート　by信楽焼」

6年生　「ちょっとここらで一息　～修学旅行の思い出にひたりながら～」

 11月30日（金）　交通死亡事故0の日



　毎日、はぐくみ隊の方が通学路の要所に立って、子どもたちを見守ってくださっ
ています。班長さんたちもしっかり班をまとめています。おかげさまで、今年度、
本校児童にかかわる交通事故件数は０です。
　本日は、教員も、通学班と一緒に歩いたり、危険個所がないかの確認をしたりし
ました。
　朝、元気に挨拶をする児童が目立ちます。私（校長）も本日、主に北門にて、376
回、「おはようございます」と言えました。どの子も自分の顔（目）を見て、笑顔
であいさつされると、うれしいようです。ご家庭でもぜひ！！

　明日と明後日は、知立市小・中学校作品展が知立市文化会館（パティオ）にて開
催されます。ぜひ、子どもたちの作品を見てください。

 11月29日（木）　なかよし遊び

久しぶりのなかよし遊びです。特に、低学年の児童は高学年と一緒に遊べて大喜
び。



左：マラソン大会まであとわずか。朝の駆け足にも力が入っています。
右：校内マラソン大会に備えて、全校児童が石を10個拾いました。

赤い羽根共同募金に協力しています。

この箱はなにに使うのかな？児童も興味津々…です。

 11月28日（水）　高齢者交通安全教室　　2年1組：授業研究　

　体育館にて、来迎寺学区交通安全推進協議会主催の高齢者交通安全教室を開催し
ました。安城警察署や愛知県警交通安全教育チーム「あゆみ」、市役所安心安全課
等の組織から講師をお招きして、自転車を乗るうえでのマナーやルール等について
学びました。



　2年1組で市内の教員を対象に授業研究を行いました。「おたからゲット　大さく
せん！（鬼遊び）」という単元で「スポーツ鬼ごっこ」を行いました。動画を鑑賞
して、強いチームの動きを見つけたり、自分たちの作戦を考えたりして、実際にミ
ニゲームを楽しみました。

 11月27日（火）　PTAネットモラル教室　PTA緑化作業

　12月4日（火）に予定しているマラソン大会に向けて、どの学年でも熱の入った練
習が繰り広げられています。2時間目には1・2年生合同の月例マラソンが行われまし
た。
　また、PTAの活動も活発に行われました。



左：月例マラソン　1年生女子のスタートの様子。
右：PTA緑化作業の様子。たくさんの委員が参加してくださいました。

　PTAネットモラル塾の様子。スマホ等、ネットにつながる機器の有効活用とその危
険について、保護者の視点で学ぶ機会となりました。

 11月26日（月）　全校朝会

　授業の前に全校朝会を行いました。校長からは、元気な声であいさつできる子が
増えてきたことや、すべての子にとって学校が楽しい場であるよう、学校全体で今
後も取り組んでいくことを呼びかけました。
　表彰では、中日新聞に掲載された児童、税に関する習字や絵カードで賞状をいた
だいた児童等を表彰しました。



左：代表児童による朝のあいさつの様子
右：税に関する絵カードで支部長賞をいただいた児童への表彰の様子

税に関する習字や絵カードについては、表彰状はないものの、たくさんの児童が入
選等しました。

 11月22日（木）

　今週は、体力づくり強調週間です。朝の活動の時間に、12月に予定しているマラ
ソン大会に向けて、全校でストレッチや駆け足を行っています。子どもたちにとっ
ても、走りやすいBGMとそうでないもの、自分の好きなBGM等があるようで、選曲
によって、走りへの力の入れようが微妙に変わってくるようです。

　上の写真は、11月21日に撮影したものです。本日は、曇天でした。



 11月21日（水）　就学時検診

　11月20日（火）に6年生が地域在住の方を講師としてお招きして、戦争体験を聞
きました。戦争中、どのような暮らしであったか、来迎寺小学校での学習や生活は
どうであったか等について学びました。講師の植田様は10年間、本校6年児童に戦争
体験を話してくださっています。感謝の気持ちを込め、感謝状をお渡ししました。
　本日、就学時検診を行いました。来年度本校に入学する予定の園児等が検診を受
けました。4月に会えることを楽しみにしています。

 11月20日（火）　交通死亡事故0の日　6年：社会　戦争体験を聞く会

　11月19日に知立市商工会館にて、「税に関する習字・作文優秀作品表彰式」が開
催されました。本校6年生児童2名が出席し、習字の部で、「知立市長賞「知立市商
工会長賞」を副市長様や商工会長様から直接いただきました。
　他にも、同じく習字の部で2名が「知立支部長賞」、絵カードの部で9名が入賞し
ました。



 11月17日（土）　オータムフェスティバル

①きれいな歌声、演奏、気持ちが伝わる演技等、練習や準備を通しての「できた喜
び」や自己有用感の醸成
②学級や学年で一つの作品を完成させることでの絆づくり
③家族や地域の方へ元気・感動や、感謝の気持ちを伝える場
の3つを目的にして取り組んできたオータムフェスティバルを実施しました。

2年・音楽群読　レッツ シング♪　レッツ スマイル♪
4年・音楽群読　「野空海」



1年・劇　はたけのしたはおおさわぎ」
たんぽぽ組・劇　「いただきます」「ごちそうさま」ってだいじ！

5年・劇　ライオンキング　　　　　
3年・劇　葉っぱのフレディ～いのちの　たび～

6年・音楽・群読　走れメロス

 11月16日（金）

　明日はいよいよオータムフェスティバルです。日頃お世話になっている家族や地
域の方に感動と感謝の気持ちを伝えるべく、どの学年も準備万端です。本日は、掃
除や放課等、児童の日常の様子をお伝えします。



左：1年生の掃除の様子　自分たちの使う教室を自分たちできれいにしています。
右や下：昼の放課の様子　遊具は子ども達にとって人気の遊び場所です。

 11月15日（木）　中学生職場体験パート2（3日目）

　中学生職場体験学習パート21（市内N中学校）最終日でした。2年前までは小学生
であった生徒たちが、3日間、主に本校2年の各学級で児童とかかわったり、花壇の
整理等、地道な作業に携わったりすることを通して、学校教育の一端に触れられた
ようです。



 11月14日（水）　6年：校内陸上大会　中学生職場体験学習パート２（2日目）　

　10月12日（金）に100ｍ走、60ｍハードル走、800ｍ走、1000m走、400mリ
レーを実施しました。本日は、走り幅跳び、走高跳、ボール投げを実施しまし
た。。校内実施の利点を生かして、全員が選手として参加することができました。
子どもたちにとっても素敵な時間となりました。たくさんの保護者の方にも応援い
ただきました。

　　　　　　走り高跳びの様子　　　　　　　　　　　　　　　　　走り幅跳びの
様子



　　　　　　ボール投げの様子

 11月13日（火）　校内フェスティバル　中学生職場体験学習パート２（1日目）　

　各学年、工夫を凝らした演技や演奏を披露しました。17日（土）のオータムフェ
スティバルに向けて、本日の反省を生かしていきます。

左：放送等、係の児童も的確に仕事をしました。
右：3年・葉っぱのフレディ～いのちの　たび～

6年・音楽・群読　走れメロス

 11月12日（月）　校内フェスティバル準備



　朝晩の冷え込みや日の入りの時刻の早さに晩秋（暦の上では立冬を過ぎました
が）を感じます。校庭の木々も黄色や赤色に色づいています。
　明日の校内フェスティバルに向けて、夕方、教職員総出で準備をしました。

  11月9日（金）　中学生職場体験学習パート1（3日目）　



　来週の火曜日は校内フェスティバル、土曜日は本番のオータムフェスティバルで
す。児童も教員も練習や準備に余念がありません。
　中学生職場体験学習パート1（市内C中学校）最終日でした。3日間、主に本校3年
の各学級で職場体験学習を行い、労働者・教員の視点で学校教育に携わりました。
今回の本校での体験や学習が生徒たちのキャリア発達に貢献できたら幸いです。

 11月8日（木）　中学生職場体験学習パート1（2日目）

 13日（火）の校内フェスティバルまで残すところ9日（金）と12日（月）のみとな
りました。どの学年もラストスパートで頑張っています。

左：3年・葉っぱのフレディ～いのちのたび～の練習風景
右：6年・音楽・群読　走れメロスの練習風景

 11月7日（水）　中学生職場体験学習パート１（1日目）

　本日から3日間の予定で市内中学校２年生徒３名の職場体験学習を、３年生の３学
級で受け入れました。児童にとっても、大きなお兄さんお姉さんとして、いい出会
いとなりました。



朝の会の時に自己紹介を聞いたり、質問をしたりしました。

給食も一緒に食べました。

 11月6日（火）

 来る11月17日（土）に予定しています「来小っ子　オータムフェスティバル　in　
はぐくみ」まで10日余りとなりました。各学年の練習にも熱が入っています。

左：2年・音楽群読　レッツ シング♪　レッツ スマイル♪の練習風景
右：5年・劇　ライオンキングの練習風景

 11月5日（月）



 　来る11月17日（土）に予定しています「来小っ子　オータムフェスティバル　in　
はぐくみ」まで2週間足らずとなりました。各学年の練習にも熱が入っています。

左：1年・劇　はたけのしたはおおさわぎ」の練習風景　　　　
右：4年・音楽群読　「野空海」の練習風景

 11月2日（金）

 　11月1日は第45回知立市小中学校合同音楽会が知立市文化会館（パティオ池鯉
鮒）にて開催されました。本校は毎年、4年児童が学校を代表して、合唱を行いま
す。

　学年児童全員が参加して、「翼をください」（2部合唱）、野空海（2部合唱）を
行いました。これまでの練習の成果を十分に発揮し、美しい歌声を会場に響かせる
ことができました。

 11月1日（木）
　4年：第45回知立市小中学校合同音楽会：知立市文化会館（パティオ池鯉鮒）

5年1組：社会科「わたしたちに生活と農業」外部講師招聘



　5年1組が社会科の学習「わたしたちに生活と農業」で、知立市役所経済課の職員
をお招きして、知立市の農業にかかわる行政の働きについて学びました。

 10月31日（水）　朝の活動

　朝の活動にて、来る11月1日（木）に知立市文化会館（パティオ池鯉鮒）で開催さ
れる第45回知立市小中学校合同音楽会に参加する4年生児童が、全校児童の前でこれ
まで練習を積み重ねてきた2曲をお披露目しました。 

 10月30日（火）　交通死亡事故0の日　5年4組：英語「ハロウィーンパーティー」



　ALTと児童がハロウィーンパーティーを楽しみました。コミュニケーション力はも
とより、文化理解にも努めます。

　2年生が10月26日に生活科「わたしの町はっけん」で、校外学習に出かけまし
た。「神社めぐりコース」「いつもありがとうコース」「歩け歩けコース」等で、
地域の神社、保育園、公園、病院、コンビニエンスストアに赴き、見学をしたり、
お話を聞いたりしました。

　　　　　　地域の神社にて　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域の保育園
にて

　　　　　地域の歯科病院にて

 10月29日（月）　児童会任命　全校朝会



左：学級委員の代表として、6年児童に任命証を手渡しました。
右：各委員会の委員長を紹介し、代表児童に任命証を手渡しました。

左：「校長の話」では、中日ドラゴンズに1位指名された根尾選手を例に、真面目
に、一生懸命に生きることと、目的と目標を明確にして物事に取り組むことの大切
さを伝えました。
右：各種表彰を行いました。

 10月26日（金）　5年1組：社会あぐり知立見学　2年：生活科「わたしの町はっけ
ん」

 　5年1組が社会科の学習「わたしたちに生活と農業」で、あぐり知立を訪問して、
地域の農業について学びました。



10月25日（木） 



　本日は、10月23日に実施した高学年の福祉実践教室の様子をお伝えします。

10月24日（水） 



　本日は、10月23日に実施した中学年の遠足の様子をお伝えします。

 10月23日（火）低・中学年　遠足　高学年：福祉実践教室

　低学年は刈谷の交通公園へ、中学年は碧南の明石公園に電車乗車して出かけまし
た。電車に乗車する際のマナー等についても学ぶことができました。
　本日は低学年の遠足の様子をお知らせします。乗り物券を2枚使って、グループで



決めた乗り物に乗りました。グループは1・2年生合同で編成し、2年生が立派にお兄
さんお姉さん役を務めました。昼食時には雨が降ってしまい、屋根がある場所で身
を寄せ合って弁当を食べました。

 10月22日（月）　3年：視力測定　PTA苗移植作業

　PTA環境保健委員と児童活動支援委員が苗の移植作業を行いました。花が咲くのが
今から楽しみです。
　晴天が続いています。10月はそれぞれの地区で、運動会や大祭が営まれていま
す。本校児童の姿がいたるところで見られます。地域で育てていただいていること



を改めて実感します。
　3年生が視力測定を行いました。しっかり見えてほっとしている子や、予想外に見
えず、心配している子等、さまざなですが、目の健康に学校でも配慮していきま
す。
　明日は１～4年生まで遠足を予定しています。

　　　　PTA:：苗の移植活動の様子　　　　　　　　　　　　3年：視力測定の様
子

 10月19日（金）　芸術鑑賞会　

 　「子ども・アートふれあい事業」コンサートデリバリー「PUENTEによるコン
サート」を開催しました。午前中は低学年、午後は高学年が参加しました。ピアノ
とマリンバ、パーカッションによるすてきな演奏と楽しいトークに大盛り上がり。
子どもたちにとっては、クラシックよりもドラえもんメドレーが良かったようで
す。やっぱり、生演奏は格別です。オータムフェスティバルでの演奏や演技に生か
していきます。

低学年の児童は思わず身を乗り出して聴いていました。



高学年の児童は笑いのツボもわきまえたり、上手に手拍子を合わせたりしました。

 10月18日（木）　知中2年生職場体験事前指導来校　1年：QU検査

　5年生では社会の学習で、農業と食料生産について、追究を進めています。本
日、 5年1組では、地域で農業を営んでいる方をお招きして、意欲的にお話を聞いた
り、積極的に質問をしたりしました。

 10月17日（水）　来小っ子全員遊び　5年：トヨタ自動車見学　3年：スーパー
マーケット見学

久しぶりに全校で遊ぶ機会が設定できました。子どもたちは「ペアけいどろ」を楽
しみました。



5年：トヨタ自動車見学　自動車の組み立てラインを見て、その効率の良さに驚きま
した。

上4枚：来迎寺小学校授業力向上プロジェクト　10月16日分
　6年1組の「特別の教科道徳」を全教員が参観しました。たくさんの教員が見守る
中、どの児童も積極的に発言したり、交流したりしました。授業後には江南市立布
袋小学校長土井謙次先生を助言者にお願いして、活発な研究協議会を行いました。

 10月16日（火）　朝の活動（体力づくり）　
来小授業力向上プロジェクト　5年：スーパーマーケット見学



朝の活動では、ストレッチで準備運動（左）を行い、学年別に5分間走（右）を行い
ました。

10月15日（月）に3年生が大型スパーマーケットの見学を行いました。日頃は見る
ことができないバックヤードに入れていただいたり、売るための工夫や環境対策等
について学びました。

 10月15日（月）　朝の活動（読み聞かせ）　3年：社会スーパーマーケット見学

　10月13日（土）に体育館において、PTA役員・幹事を中心にして、活用品バザー
を実施しました。例年のことですが、朝早くから並んでいただいた方もたくさんお
みえになりました。地域の方はもとより、本校児童の姿もたくさんありました。
「おやじの会」もジュースの販売やアトラクション等を行ってくださり、子どもた



ちでにぎわっていました。
　活用品を出していただいた地域の皆様に感謝です。

すべての学級で読み聞かせを行いました。　左：5年4組　　右：6年3組

左：バザー会場への入場制限があり、自分の番になると小走りで体育館に入る児童
や地域の方の姿がありました。
右：活用品バザー会場の様子

 10月12日（金）6年：校内陸上大会　活用品バザー準備②

　市全体の陸上記録会の代わりに、校内陸上大会を実施しました。競技は100ｍ走、
60ｍハードル走、800ｍ走、1000m走、400mリレーです。校内実施の利点を生か
して、より、たくさんの子が活躍したり、近くで応援したりすることができまし
た。子どもたちにとっても素敵な時間となりました。たくさんの保護者の方にも応
援いただきました。
　活用品バザーは明日行いますが、本日は準備2日目となりました。



100ｍ走のスタートの様子　

左：60ｍハードル走の様子
右：1000ｍ走の様子



上5枚：400ｍリレーのバトンの受け渡しやゴールの場面

商品の搬入と値付けをPTA役員や幹事の方を中心に行いました。

 10月11日（木）　1年：生活科「秋を探そう」　PTA実行委員会　活用品バザー準
備①

　1年生が1・2時間目に無量寿寺にて、生活科の学習で秋を探しました。
　PTA実行委員会では、活用品バザーや来年度の実行委員や幹事の選出についての確
認を行いました。その後、体育館にて、バザーの準備を進めました。商品の搬入は
明日、本格的に実施します。



校歌にある「かきつばた咲く　八橋の」の通り、かきつばた園を探索しました。

ドングリの実を見つけたよ！

左：実行委員会は体育館で、円座になって行いました。
右：バザー会場の設置を役員や実行委員で協力して行いました。

 10月10日（水）　5年：稲作体験　　交通事故死0の日　

　5年生児童が社会科の学習の一環で稲作体験を行いました。地域で農業を営む方々
に、鎌の使い方等を教えていただき、稲刈り体験を行いました。



通学団での登校の様子（来迎寺町）

 10月9日（火）　後期始業式



 厳粛な雰囲気の中、学校生活の節目としての後期始業式を行いました。

　半年後には、どの学年も一つ上の学校や学年に進学・進級しますので、それを見
越して、後期にどう成長してほしいかを学年ごとに伝えました。

 10月5日（金）　前期終業式　来迎寺小学区交通安全パレード

　厳粛な雰囲気の中、学校生活の節目としての前期終業式を行いました。
　来迎寺小学校区交通安全パレードをたくさんのご来賓や地域の関係者を招いて、
晴天の下、実施しました。

左：校長から各学年のがんばりや成長の跡を通知表として、式辞の中で伝えまし
た。
右：校歌を大きな歌声歌いました。



左：全校児童が開会式に参加しました。
右：交通少年団代表児童による誓いの言葉

左：マーチングバンド・バトン部演技の様子
右：明治用水沿いを歩きました。

左：無量寿寺方面に向かって歩きました。
右：旧鎌倉街道を西に向かって歩きました。

 10月4日（木）

　台風25号が週末に日本海上を通過するようです。本日は、すっきりしない一日で
したが、子どもたちは行事等の準備や授業等、落ち着いた態度で学習したり生活し



たりしました。

左：バトンリレー　6年生は校内陸上大会に向けて、体育の授業で練習を続けていま
す。
右：合奏練習　2年生はオータムフェスティバルに向けて、合奏の練習をしました。

オータムフェスティバルに向けて、様々な役割を決めるオーディションを進めてい
ます。（3年生）

 10月3日（水）　1年：秋を見つけよう　3年5組　英語活動授業研究会

　1年生は「秋を見つけたよ」という生活科の単元で学びを深めています。本日は
3・4時間目に学年全体で校庭にて「秋」を見つけました。
　3年5組では、知立市教育研究会英語・英語活動部会主催の授業研究会を行いまし
た。自分の姓名のイニシャルを相手に伝えるコミュニケーション活動を行いまし
た。



左：入学して半年がたち、学校生活にも慣れ、整列もお手の物です。
右：「猫じゃらしをみつけたよ。」

「ススキを見つけたよ。」

左：アルファベットカードを使って、ペアでドンじゃんけんゲームを行いました。
右：インタビューの仕方について、動画をみたり教師の話を聞いたりして確認しま
した。



インタビューをして、自分や友達の名前のイニシャルのシールを集めました。

 10月2日（火）　たんぽぽ組旭高原宿泊学習2日目

 1日（月）から1泊2日の日程で、たんぽぽ組の児童が旭高原宿泊学習に出かけまし
た。台風一過の晴天の下、鞍ヶ池で遊んだり、一緒にお風呂や食事をとったり、満
天の星空や星座を観察したりしました。楽しい思い出ができました。

左：＜1日目＞動物園でウオークラリーをして楽しみました。昔の名鉄電車の展示に
男の子は大興奮でした。
右：＜2日目＞旭高原少年自然の家にて、学区中学生主催レクリエーション大会で大
盛り上がりでした。

 10月1日（月）　全校朝会　たんぽぽ組旭高原宿泊学習1日目

　9月30日（日）の夜、猛烈な勢いで台風24号が通過していきました。万全の台風
対策を実施しておりましたが、想定を超える防風でプールのテントや校庭のバス
ケットボールのゴール等に被害もありました。朝、防災・減災の担い手として期待
されている高学年の児童が、主体的に、折れた木の枝等を片付けました。



左：倒れたバスケットボールのゴール　人的被害がなかったことが幸いでした。今
後、さらに補強をしておきます。
右：全校朝会　教頭先生が、防災意識を高めるために、台風24号を例にとって話し
ました。

 9月28日（金）5・6年：こども・アートふれあい事業

　久しぶりの晴れの日。子どもたちが外で元気に活動しました。
　5・6年の児童は午後から、「子ども・アートふれあい事業　室町時代から続く伝
統芸能「狂言」に親しもう！」という内容で、伝統芸能について意欲的に学びまし
た。

左：放課に中庭で元気に遊ぶ児童の様子
右：6年生は校内陸上大会に向けて、体育の授業で練習を続けています。



伝統芸能というと難しい感じがしますが、特徴的な所作を体験しながら、作品鑑賞
もする楽しいプログラムに子どもたちは目を輝かせて参加しました。経済だけでな
く、文化のグローバル化が進む現代社会であるからこそ、日本の伝統芸能を大切に
していきたいものです。

 9月27日（木）　教科等指導員訪問

　 本日は、知立市教科等指導員の先生をお招きして、4年3組（図画工作）と5年3組
（学級活動）で、授業研究会を実施しました。様々な研修機会を活用して、学校の
授業力向上をめざしていきます。

左：4年3組図画工作「季節の顔ってどんな顔？」の授業の様子
右：5年3組学級活動「ストレスと上手につきあえるようになろう」の授業風景



左：知立市小中学校人権作品展（10/12～10/24）の案内
右：子ども・アートふれあい事業（9/28）の案内

 9月26日（水）

 修学旅行特集2日目

左：ホテルでの朝食風景　古都の味を堪能しました。
右：鹿苑寺で記念撮影　鏡湖池の向こうに写真で見た「金閣」が金色に輝いていま
した。



左：二条城二の丸御殿にて記念撮影　歴史の大きな変革の舞台を五感で感じまし
た。
右:梅山堂にて、五条坂弁当を味わいました。

左：清水寺仁王門での記念撮影　辺別自由行動（見学・買い物等）が楽しみです！
右：音羽の滝では恒例の3種の泉の水をいただきました。一番人気は…？

清水坂での買い物の様子　海外からの観光客も多く、国際色豊かな古都の風景でし
た。

 9月25日（火）　

 　今年度から、5.6年の水泳記録会、6年の陸上記録会はなくなりましたが、学校独
自で、児童の体力向上を目指した取り組みは継続して行っていきます。本日から朝
の活動（体力づくり）が始まります。残念ですが本日は雨天のため中止しました。
　本日と明日は6年の修学旅行特集です。



左：南大門を通って、世界最古の木造建築である法隆寺の境内に入りました。
右：エンタシスの柱で有名な回廊で、ガイドさんから説明を受けました。

左：東大寺では判別行動でした。鹿とも超近距離で接触しました。鹿も児童も大興
奮！
右：若草山付近で撮影

左：二月堂にて。結構な雨の中、見学をしました。
右：ホテルでの夕食の様子。おいしかったです。



左：絵付け体験。どの子も真剣モードです。
右：部屋での様子。古都で仲間と過ごす夜。きっと特別な思い出になったことで
しょう。

 9月21日（金）6年：修学旅行　3年5組：給食指導

　6年生は修学旅行2日目で、本日は京都にて、金閣寺、二条城、清水寺にて見学や
班活動を行いました。
　6年生不在の中、5年生以下の児童が通学班の班長・副班長を務めました。緊張感
をもって重責を果たしてくれました。挨拶の声にも気合が入っていました。

　晴耕雨読という言葉がありますが、雨が続いています。体育はもっぱら体育館に
て行いました。写真は5年生のマット運動（前転）の様子



　銀杏の木の下に銀杏が落ちています。活用できれば・・・と思います。

 9月20日（木）交通死亡事故0の日　6年：修学旅行　

　交通死亡事故0の日です。日頃の「はぐくみ隊」の方に加えて、教員もチェックポ
イントに立って指導したり、通学班と一緒に歩いたりしました。本日は、6年生が不
在のため、5年生以下の児童が臨時班長を立派に務めました。
　6年生が修学旅行に出発しました。雨が降る一日でしたが、古都の雰囲気や空気を
直接感じたり、外国人観光客や古都で代々暮らす人と交流したり、学級の友達との
絆を深めたりしてほしいです。

　明治用水の通用門前の様子。児童の登校時刻と大人の出勤時刻が重なり、結構な
交通量となります。横断歩道ではありますが、細心の注意で児童の横断を支援して
います。



左：体育館にて出発式を行い、3台のバスに４学級の児童が分乗しました。
右：見送る保護者や教員に手を振って、小雨降る中、出発しました。

 9月19日（水）　3年：給食指導　

　9月15日（土）に、PTAソフトミニバレー大会が開催されました。PTA役員、幹事
の方はもとより、腕自慢の保護者や教員が集い、熱戦が繰り広げられました。子ど
もたちの健全な成長を目指して保護者同士や教員で連携・協働を図るための貴重な
親睦の場となりました。
　3年生では栄養教諭等をお招きして、1日2学級ずつ給食指導を行っています。18
日は1.2組、19日は3.4組が実施しました。

2つのコートで熱戦が繰り広げられました。　　　　　最後にみんなで写真撮影



　　　　3年2組の給食指導の様子

 9月18日（火）3年：梨園社会見学　3年：給食指導　高学年：クラブ活動

　牛田町高根にある梨園に出かけました。梨園の方からお話を聞いたり質問をした
りしました。最後にもぎたての梨を一人3切れいただきました。しゃりしゃりして甘
い梨でした。

 9月14日（金）

左：2020東京オリンピック・パラリンピックのポスター作りに取り組む児童の様子　



5年2組
右：図書環境ボランティアの皆さんが蔵書の整理等を行いました。

 9月13日（木）

1年：生活科　虫探し「いきものとなかよし」　牛橋公園にて

4年：総合的な学習の時間　「命の教育」　助産師さんから生命の誕生について学び
ました。9/12実施

 9月12日（水）　
学校公開日　1年：自転車乗り方教室　4年：命の教育　

PTA実行委員会　活用品バザー準備会

 　本日は学校公開日でした。時々雨も降る不安定な空模様の中、たくさんの保護者
の方に来校していただき、子どもたちの学びの様子を参観してくださいました。
　午後からは、PTA実行委員会を図書室にて開催しました。さらに、本校PTA役員・
幹事に加えて、来迎寺保育園・八橋保育園の保護者会役員に来校していただき、10
月13日（土）に予定している「活用品バザー」の準備委員会を開催しました。



　1年自転車乗り方教室の様子。教室ごとで自転車の乗り方を確認したり、体育館で
お話を聞いたりしました。

　　　　　PTA実行委員会の様子　　　　　　　　　　　活用品バザー準備会の様子

 9月11日（火）　3年：身体測定

 　昨日までの蒸し暑さとは打って変わり過ごしやすい一日でした。昨日の委員会活
動の様子をお伝えします。どの委員会でもより過ごしやすい学校環境とするため、
子どもたちが主体的に活動しています。

左：運動委員が各学級のドッジボールの数を確認したり、空気を入れたりしまし
た。



右：環境整備委員が各学級の掃除道具の数を確認したり、整備・整頓したりしまし
た。

 9月10日（月）　交通事故死亡0の日　読み聞かせ　委員会活動

　本日は、9月10日で「0」の日です。見守り隊やPTAの方とともに、教員も朝の登
校時に決められた場所で子どもたちの通学の様子を見守ったり一緒に歩いたりしま
した。
　また、朝の活動の時間には、ボランティアの方による「読み聞かせ」を実施しま
した。読書好きな子供を育成していきます。

　　　登校の様子（明治用水～学校付近）　　　　読み聞かせの様子（低学年の教
室）

 9月7日（金）　たんぽぽ組、4年生身体測定　図書室整備ボランティア

　夏休みが明けて1週間が経過しました。湿度が高いものの、熱中症計のWBGT値は
30を超えることなく、子どもたちが授業や掃除、放火の時間を元気に活動していま
す。



3年生　図工　明治用水せせらぎ庭園のソテツや、シンボルツリーの楠をスケッチし
ました。

どの子も真剣に取り組んでいる昼の掃除様子　左：教職員等通用口前　　右：通用
門付近

昼の放課の様子　短い時間ですが、子どもたちにとって、給食等と並んで楽しみな
時間です。

 9月6日（木）　5年生身体測定　　夏休み自由研究展示

　多くの学級の廊下等に、夏休み自由研究作品が展示されています。一人一人の研
究に目を通すと、「へぇ～そうなんだ！」「よくぞここまでやった！」と感心しま



す。学校でも、日々の授業の中で課題解決的な学習過程を大切にしています。夏休
みという自由な時間の中で、日頃の学習の成果を発展させて、自分一人で、もしく
は、家族と一緒に、問題解決的な探究を進めていくことはたいへん貴重な経験とな
ります。
　夏休みが明け、4日目となりました。子どもたちの生活リズムも整い、通常の学校
生活が戻ってきました。

廊下の両側に所狭しとB紙やノート、ファイルに子どもたちの汗と涙？の結晶が展示
されています。

　　　　　身体測定の様子（5年1組）　　　　　　　　　　　活発な授業の様子（4
年1組）

 9月5日（水）　台風一過

　超強力な台風21号の影響で、校内の木の枝が折れたりしました。朝早くから教職
員が施設点検や散乱している木の枝の片づけを行いました。登校してきた子どもの
中でも特に高学年が学級ごとや学年ごとで、率先して枝拾い等の活動を行いまし
た。



左：集まってきた枝をチェーンソーで切って扱いやすくしました。
右：枝等を集める6年児童の様子

左：まだ熟してないカキやかりんの実も強風で落ちてしまいました。
右：散乱している木の葉を集める6年児童の様子

 9月4日（火）台風21号接近に伴う休校　

　午後1時15分の時点の学校の様子。静止画ではわかりにくいのですが、木の幹や枝
が強風を受けてかなりしなっています。



　高学年（5・6年）の児童が中日新聞朝刊に連載されている「発言ヤングアイズ」
に自分の思いをつづった作文を投稿したところ、5年生2名、6年生1名が見事に選ば
れ、新聞に掲載されました。
　今年度も各学年とも、学校での学びを社会に発信していきます。

 9月3日（月）　全校朝会　避難訓練

 放課中に大きな地震が発生し、家庭科室から出火したことを想定して、放水や行方
不明児童の捜索を含めた避難訓練を行いました。

（左）地震発生の放送を受けその場で頭を低くして待機しました。
（右）揺れが収まったことを確認して、避難場所の運動場まで走りました。



（左）各学年の避難状況を主任→教頭→校長に報告し、行方不明児童の捜索を行い
ました。
（右）消火栓点検を兼ねて放水訓練を行いました。

 夏季休業（7月21日～9月2日）

　例年になく熱い夏休みでした。熱中症を防ぐためにプール開放を中止したり、出
校日の内容を精選して下校時刻を早めたりするなど、熱中症とならないような対策
を取りました。交通事故に巻き込まれる子どももなく、ほっとしています。夏休み
も子供たちが活躍しました。

おやじの会主催「シャボン玉」とロケット飛ばし



学区夏の祭りでの5年生の火の舞の披露

左：　学区夏祭りでの花火大会
右：「社会を明るくする運動」で演奏・演技したマーチングバンド部とバトン部児
童

よいとこ祭りでは３・4年生が「よさこいソーラン」を披露しました。



親子除草の様子

 7月20日（金）　夏休み前の全校朝会

　明日から待ちに待った夏休みです。今年度は42日間となります。どの子にとって
も、安心安全で、自分の力を伸ばすために何かに挑戦したり、家族や地域の方から
の日頃の支援に感謝し、その気持ちを行動に移せるような夏休みとなることを期待
しています。

左：校長から、夏休みを迎えるにあたり、「命」「挑戦」「感謝」について、話し
ました。
右：中日新聞に作文が掲載された3名の4年生児童を紹介しました。

左：市子連ドッジボール大会で活躍した「ローズマリー」チームを表彰しました。



右：熱田神宮写生大会で優れた絵を描いた児童を表彰しました。

左：生徒指導担当から水の事故や熱中症、不審者対策について話しました。
右：交通安全担当から、交通ルールやマナーを守って、交通事故を防ぐように呼び
かけました。「151」という数字は42日間の夏休みが無事故無違反だと、4月にさか
のぼった無事故無違反が151日になるということです。

 7月19日（木）

　本日の最高気温は昨日よりやや低かったのですが、熱帯夜が続いているため、体
の中に熱が蓄積されがちとなっていますので油断はできません。昨日と同じく、エ
アコンのある特別教室等を活用して、5時間の授業を行いました。本日は掃除も実施
しましたが、屋外掃除については日陰に限定してできる範囲で行うようにしまし
た。

放課は教室内で過ごすか、屋外では日陰にて激しい運動を控えるように呼びかけま
した。



1年生の水泳の様子　水はあまり冷たくないけど、気持ちよさそうです。

 7月18日（水）　

　 本日は昨日以上に気温の上昇が予想されたので、エアコンが設置された教室等
（特別教室等及び、隣接する放課後子ども教室）を有効利用し、各学級が効率的に
活用できるように学校全体で配慮しました。また、放課は激しい運動を伴う遊びは
しないように呼びかけました。しばらく、猛暑が続きます。家庭や地域でもよろし
くお願いします。
　本日はKATCHの番組（Go!Go!スクールキッズ）収録が終日行われました。放映予
定日は9月9日です。

左：タイトルコール「スクールキッズ」（5年）　涼しい5年4組で撮影しました。　
右：タイトルコール「Go!Go!」（3年）　エアコンが設置されている放課後子ども
教室で撮影しました。



左：放課後子ども教室にて「よさこいソーラン」を披露する3・4年生。「よいとこ
祭り」で披露します。
右：パソコンルームを活用しての調べ学習の様子（4年）

図書室を活用しての「算数」の学習の様子（4年）

 7月17日（火）

　夏休みまで、4日間となりました。本日は3連休に引き続き、高い気温の1日となり
ました。児童の健康管理に留意していきます。

　　　　朝の登校の様子　鼻の周りに粒状の汗をかきながら元気に登校しました。



5年：理科の授業「メダカの観察」　汗をかきながらも顕微鏡の扱いを学んだり、メ
ダカの体を観察しました。

 7月13日（金）

 　本日は来小学区に居住する特別支援学校に通う児童との交流会を6年生とたんぽ
ぽ組にて行いました。毎年2回実施していますが、互いの成長を確かめ合う素敵な時
間になりました。

6年生の教室では、クイズなどをして楽しみました。

たんぽぽ組ではドングリを使ったすてきな作品作りを行いました。



　昨日も紹介しましたが、中日新聞「発言」に、本校4年生の投稿作文が新たに掲載
されました。

 7月12日（木）

　 4年生の児童が中日新聞朝刊に連載されている「発言ヤング」に自分の思いをつ
づった作文を投稿したところ、見事に2名が7月6日（金）の新聞に掲載されました。
　今年度も各学年とも、学校での学びを社会に発信していきます。

 7月11日（水）
PTA心肺蘇生法　PTA役員・実行委員会　PTA給食試食会　PTA学校保健委員会

　本日はPTAの役員や幹事の皆様が終日、学校にて活動されました。
　午前中に「心肺蘇生法」研修を受けていただきました。その後、企画・実行委員
会、お昼は給食試食会に参加したいただきました。
　午後には、環境保健委員会主催で6年生を対象にした学校保健委員会（ストレスと
の上手な付き合い方）が開催されました。さらに、役員が10月に予定するバザーの
ための準備委員会にて保育園のPTA担当や園長先生と情報交換や確認を行いました。



左：心肺蘇生法研修で心臓マッサージやAEDの操作に取り組むPTA役員や幹事の様
子
右：学校保健委員会にて、アンケート結果を発表する児童（保健委員長、副委員
長）

ストレスと上手に付き合う方法について話し合ったり、発表したりする児童

　学校医にもアドバイスをいただきました。　　　　　バザー準備委員会の様子

 7月10日（火）交通事故死0の日



 　本日は「0」の日です。いつものはぐくみ隊等でお世話になっている方に加え
て、教員も朝の交通安全指導に参加しました。
　かきつばたビオトープやせせらぎ庭園には、カエル、ザリガニ、アメンボウ等、
様々な水生生物が共生しています。2年生の児童がタモをもって、目を輝かせながら
生物を探しています。

　　　　朝の交通安全指導の様子　　　　　　　　　たくさんの生き物が生きてい
るんだね

　大きいザリガニ、赤ちゃんザリガニ…　　　　　　大きなカエル、小さなカエ
ル…

　　　　かきつばたビオトープ　　　　　　　　　　　　　　　　　せせらぎ庭園



 7月9日（月）

　夏休みまで残すところ2週間となりました。先週後半は雨が続きましたが、本日は
久しぶりに青空が見られました。放課には子供が一斉に校庭に駆け出し、夢中に
なって遊びました。

 7月6日5年：山の学習3日目

 　夜中には1時間当たり３０ｍｍの雨が降りましたが、子どもも教員も力を合わせ
て、撤収活動を行い、無事、県民の森を後にしました。途中、つくで手作り村にて
五平餅作りを体験し、おいしくいただきました。学校に到着すると、保護者の皆様
が温かく迎えてくださいました。
　PTA研修委員会主催の「ハーバリウム体験教室」が実施されました。



左：最終日の朝の集いの様子。子どもたちも慣れてきて円滑に移動や活動を行いま
した。
右：この日の朝食は洋食でした。スクランブルエッグやヨーグルトがとてもおいし
かったです。

左：閉村式を前に、毛布の返却や身辺清掃を終え、テントサイトでリラックス。
右：つくで手作り村にて、五平餅づくり。「おいしく焼けるといいな！」

おいしく焼けた五平餅。弁当を食べた後でもぺろっと食べられました。



PTA研修委員会主催の「ハーバリウム体験教室」の様子

完成した作品の一例

 7月5日（木）5年：山の学習2日目

　相変わらず雨は降り続きましたが、子どもたちが外に出ると雨の勢いが少し弱ま
るなど、「晴れ男・晴れ女」がたくさんいるように感じました。キャンプカウンセ
ラーの力を活用したり、屋根がある施設を利用したりすることで、概ね、計画した
ことが実施できました。

左：朝の集いの様子。みんなでラジオ体操を行い、体を目覚めさせました。
右：この日の朝食は和食でした。あったかいご飯やみそ汁がとてもおいしかったで



す

左：ハイキング目的地　　風穴の中は天然の冷蔵庫。息が白くなりました。
右：ハイキング途中で　　山の斜面をウォータースライダーの流れができていまし
た。

左：ネイチャークラフト　天然の木に絵を描き、裏面に「県民の森」の焼印を押し
てもらいました。
右：飯ごう炊飯：雨のため、火がつきにくかったけど、キャンプカウンセラーのお
姉さんに火の起し方を教えていただき、どの班も上手に炊飯ができました。

左：自分たちで作ったカレーライス。とってもおいしくてたくさんお代わりをしま
した。



右：各学級のスタンツ。これまで練習してきた成果を見せることができました。

左：各学級のスタンツ。照明の下でしたが、大変盛り上がりました。
右：火の舞ではなく、光の舞！火ほどの明るさはありませんが、何色もの光が共演
する様は写真や動画には映りにくいですが、とても繊細で美しく心の中だけに残る
思い出となりました。

左：光の舞を担当した児童。真っ暗な中、これまで、練習を重ねてきた成果を発揮
しました。
右：光の舞を担当した生徒による「誓いの言葉」

 7月4日（水）5年：山の学習1日目

　台風が日本海を北東に進む中、山の学習に出発しました。雨は終日降りました
が、安心安全をモットーにして、必要に応じて計画を変更しながら、充実した1日目
を過ごしました。



左：鳳来寺参道を行く。緑の木々に囲まれた石畳の参道を一歩一歩上りました。
右：仁王門のところで記念撮影。荒天のため、本堂まで登ることはせず、ここで引
き返しました。

左：自然科学博物館にて。鳳来寺付近で生息する様々な動物や植物等について、興
味深く学ぶことができました。
右：県民の森にて、開村式を実施後、すぎの木センターにてお弁当を食べました。

左：一人2枚毛布を受け取りました。雨にぬらさないためにビニール袋に入れて運び
ました。
右：この日の夕食は「とんかつ定食」でした。ごちそうさまでした。



左：夜の集い　キャンプカウンセラーのお姉さんがいろいろな遊びを用意してくだ
さいました。
右：テントでの様子。みんなでなかよく生活しました。

 7月3日（火）

　本日は終日薄曇り気味で、割と過ごしやすい1日でした。どの学年も運動に勉強に
積極的に取り組みました。5年生は明日から2泊3日の予定で山の学習に出発します。
やや天気が心配です。ホームページは金曜日に更新します。 また、先週の土曜日に
は市子連ドッジボール大会が福祉体育館で開催され、本校児童も3つのチームが参加
し、頑張りました。

2年生が育てているミニトマトの観察を行いました。緑色からと赤色に色づいてきて
います。



左：1年生の水泳指導（小プール）。ワニさん歩きもすっかり板についています。
右：4年生の水泳指導（大プール）。２５ｍを一気に泳げる子もたくさんいます。

市子連ドッジボール大会開会式の様子

 7月2日（月）全校集会　P緑化活動

　 7月となりました。夏休みまで3週間。蒸し暑い日が続きますが、子どもたちは元
気いっぱい！全校朝会では、校長から感謝の気持ちを伝えたり、互いの絆をはぐく
む、主体的な「挨拶」を大切にするよう、話しました。午前中にPTA環境保健委員と
児童活動支援委員に来校していただき、メイン花壇等の苗の移植を行いました。大
きく美しい花が咲くのが楽しみです。　

左：朝、校舎の壁に小さなカエルがくっついていました。



右：全校朝会で「相手の顔を見て笑顔であいさつしよう！」と呼びかけました。

　　　　　　　　左：メイン花壇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右：サ
ブの花壇

 6月29日（金）　

 　6月の授業日もいよいよ本日が最終。来週の月曜日は7月です。5年生は来週2泊3
日の日程で「山の学習」に出かけます。これまで、学年体制で準備を積み重ねてき
ました。天気ばかりは人智の及ぶところではありませんが、これまでの子どもや担
任の頑張りが報われることを願っています。本日はキャンプファイヤーにおける各
学級の出し物の練習風景を紹介します。内容は内緒です。

1組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2組



3組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4組

6月28日（木）　 3年　国際理解教育

　1年生の時にお世話になった先生（現在、ポーランド在住）が一時帰国されたの
で、来校していただき、ポーランドやEU諸国のこと、生活の様子など、たくさん質
問して教えていただきました。3年生の児童の成長を大変喜んでいただきました。

 6月27日（水）ハチの巣発見　4年：クリーンセンター見学　資源回収

　朝、3年児童が職員室に「運動場にハチの巣があります」と伝えに来てくれまし
た。早速、駆除にあたりました。先日はなかなか立派な体格の蛇が中庭を移動して
いるところを2年生が見つけて知らせてくれました。これもすぐに捕獲しました。来
迎寺小学校は豊かな自然に恵まれています。共存が理想ですが、児童や教職員に被
害が出ることが予想される場合、適切かつ迅速に対応していきます。



　　　　　　　駆除した蜂やハチの巣 　　　　　　　　4年　クリーンセンターで
の学習の様子

　　　　　　　　　　　　　　　4年　クリーンセンターでの学習の様子

 6月26日（火）朝の体力づくり　1年：英語活動

　火曜日の朝は「体力づくり」を行っています。準備体操、ストレッチを行い、「5
分間走」です。低・中・高に分かれてトラックを一生懸命走ります。



　英語活動ボランティアの永田先生に、「グッモーニング」「ハロー」等のあいさ
つや「アイアム〇〇」等、自己紹介の仕方を教えていただきました。

 6月25日（月）　　知立市少年の主張大会（23日分）　民生児童委員会　指導員訪
問　

 土曜日に知立市文化会館にて、少年の主張大会が開催されました。本校代表の6年
児童も他校の代表児童・生徒の皆さんとともに、堂々と、自分の思いを伝えまし
た。
　本日の午前中に民生児童委員の皆様に来校していただき、地震による被害の恐れ
のある場所や、登下校の様子、交通マナー等について情報を共有化しました
　午後からは、知立市の教科等指導員の先生（体育と社会）に来校していただき、2
年生と6年生で、授業研究会を行いました。

知立市少年の主張大会での本校代表児童　　　　民生児童委員会の様子



左：6年社会科の授業でグループで、鎌倉時代の歴史上の人物について話し合う児童
右：2年体育の授業でたくさんの的にボールを充てる方法を話し合う児童

 6月22日（金）たんぽぽ組夏の合宿（2日目）

 　1泊2日で刈谷市方面にて夏の合宿を実施しました。電車やバスの切符を自分で
買って乗ったり、自分の食べたいものを注文して代金をし払ったりしました。ま
た、プールでは、個別に泳法を学びました。

左：1日目の夕食はカレーライスとサラダ。2日目の朝食はスクランブルエッグ、サ
ラダ、みそ　　汁、ご飯をそれぞれで仕事を分担して作って、おいしく食べまし
た。
右：昨年度までお世話になった先生が応援に駆けつけてくださいました。



ハイウェイオアシス刈谷で乗り物に乗ったり、昼食をとった後、富士松駅行きのバ
スを待っています。そろそろ、家が恋しくなる頃です。

 6月21日（木）　たんぽぽ組夏の合宿（1日目）　一斉下校・通学路安全点検　

 降り続いた雨も授業が始まるころには上がり始めました。たんぽぽ組の児童は1泊2
日の夏の合宿に出かけました。また、授業後には一斉下校を実施し、教員が通学団
に付き添いながら、通学路の安全点検を行いました。
　下の画像は18日（月）の学校教育課学校訪問の際の高学年他の様子です。

左：5年　理科　植物の成長に必要なものは何？
右：5年　英語　オリジナルTシャツを作ろう

左：5年　総合　これでばっちり！ぼく・わたしの防災対策
右及び下：6年　算数TT　会談の面積を求めよう



一斉下校と学区通学路点検　地震等による建築物の崩壊等で児童に被害が及ぶよう
な危険がないかを確認し、市に報告します。

 6月20日（水）　歯科検診（たんぽぽ組、6年）　

　本日は朝から雨が降り続き、子どもたちは外で遊んだり、プールで泳いだりする
ことができませんでした。教室内で遊んだり、お話をしたり、図書室で読書をした
りしました。
　下の画像は18日（月）の学校教育課学校訪問の際の中学年他の様子です。

　左：4年　算数T・T　平行四辺形の性質を使って、平行四辺形をノートに書きまし
た。。
　右：たんぽぽ組　生活単元　夏の合宿の準備を進めました。



3年　英語活動　好きな色を英語で伝え合い、A Beautiful Butterflyを完成させまし
た。

 6月19日（火）4年：プール開き　全校朝会（少年の主張プレ発表）　たんぽぽ

全校朝会にて、今週末行われる「少年の主張大会」のリハーサルを兼ねて、全校児
童の前で発表しました。

4年：プール開きの様子。得意な子は２５ｍを楽々と泳ぎ切りました。



たんぽぽ組が農園で栽培してきた人参とジャガイモの収穫を行いました。夏の学習
でのカレー作りの材料として活用します。

6月18日（月）　 おやじの会（紙飛行機大会17日分）　学校教育課学校訪問

紙飛行機大会にたくさんの児童と保護者が参加しました。教員も積極的に参加し、
試投を行いました。



知立市教育委員会の学校教育課の先生や教育委員等が終日、本校の授業など教育活
動を参観されました。児童のあいさつや授業への取り組みを評価していただけまし
た。上の4枚の画像は低学年の授業の様子

 6月15日（金）生活委員会　「5」の付く日のあいさつ運動

　雨の降る中の登校となりましたが、生活委員が門や昇降口に立って元気のよい挨
拶を呼びかけました。

 6月14日（木）1年：歯科検診　　4年：眼科検診　　2年：プール開き



　　　　　1年生の歯科検診の様子

 6月13日（水）2年：月例マラソン　1年：プール開き　全校：なかよし遊び

2年生の月例マラソンのスタート風景　　　左：女子　　右：男子

1年生のプール開き　バディを決めて安全対策をしたり（左）、シャワーで汗などを
きれいに流してプールに入りました。。



なかよし遊びの様子　上級生が下級生を上手にリードして遊びました。

 6月12日（火）
読み聞かせ（6月11日分）　教育実習生研究授業　プール開き（5年・たんぽぽ）

5年生の教室における読み聞かせの様子　どの子も興味深く真剣に聞いています。



左：教育実習の先生が研究授業（2年・算数）を行いました。
右：5年生のプール開きの様子　きれいな水の中で気持ちよく泳ぎました。

 6月11日（月）　知立市PTA連絡協議会レクリエーション大会（9日分）

 2回の練習を経て、いざ、本番。大人が夢中になった半日。互いに親睦を図ること
ができました。

　　　いきがぴったり合った二人三脚　　　　　　二人三脚で1位をゲット　「ばん
ざーい！」

　　教員も頑張りました。ドリブル競走　　　　　　　力を合わせて綱引き！相手
が強かった



　　集中して「せーの」で玉入れ　　　　　　　　　　障害物リレー（頼むから
入って！）

閉会式後に記念撮影　「はいチーズ！」

6月8日（金）
 3年：自転車乗り方教室　5年：山の学習説明会　6年：プール開き　学校公開日

　交通指導員の方から話を聞いたり、実際に運動場で自転車に乗って、交通ルール
やマナーについて実地練習をしました。



　2泊3日の宿泊行事（山の学習）について、保護者と児童に説明をしました。今
後、山の学習に向けて、学年全体で準備をしていきます。

　6年生が今年度最初にプールに入りました。安心・安全を第一にして水泳指導を
行っていきます。

　本日は学校公開日でした。たくさんの保護者の方が学校の授業の様子やお子さん
の頑張りを見てくださいました。 

 6月7日（木）　歯みがき教室



　6月4日から1週間は虫歯予防週間です。本日は、保健委員会が中心になって、全校
で、「歯みがき教室」が実施されました。

 ６月６日（水）梅雨入り　虫歯予防週間

　いよいよ梅雨入りしました。これから、１か月余りの期間、断続的に雨が降るよ
うに思われます。登下校中の交通安全対策や、校内での過ごし方など、気を付けて
いきます。まずは晴耕雨読でしょうか。６月４日は虫歯の日です。１週間が虫歯予
防週間となります。本日は１年生の体重測定の折、教育実習生が虫歯予防紙芝居を
用いた指導を行いました。

左：朝の登校風景ー雨の中でも元気いっぱい。外で遊べないのが少し残念！
右：教育実習生（養護担当）による虫歯予防紙芝居の様子（１年生）

 ６月５日（火）体力テスト　「特別の教科道徳」授業研究　プール注水

　３～６年生が体力テストを行いました。また、２年生で「特別の教科道徳」の授
業研究会を実施しました。たくさんの子が積極的に自分の考えを伝え合いました。
　昨日からプールに注水しています。夜には必要な量の水が入ります。



　　　　　　　　　５０ｍ走　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボー
ル投げ

　　　　　　　　　立ち幅跳び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　反復横
跳び

「特別の教科道徳」校内授業研究会（２年）　　　　　　　　プール注水（１４：
００）

 ６月４日（月）
コミュの集い（６月２日分）　　７万人クリーンサンデー　（６月４日分）

全校集会　PTA緑化作業　市P連レク練習②　体力テスト準備



 　週休日（土・日）には地域で活動・活躍する児童の姿が見られました。本日は、
全校集会や体力テストの準備などを行いました。

マーチングバンド部とバトン部の児童が日ごろの練習の成果を家族や地域の方の前
で披露しました。

左：全校集会では、校長がアジサイの花を例に、６月（梅雨時）の生活や学ぶ楽し
さ等について話しました。
右：PTAの方が午前中、苗の移植を行いました。夏にはたくさんの花が見られます。

明日から始まる体力テストの準備を委員会で行いました。

 ６月１日（金）　プール清掃（６年）



 　梅雨入り前の最後の晴天？のもと、児童が屋外で生き生きと活動しました。６年
生が昨日実施した５年生の後を受けて、プール清掃の仕上げをしました。

　　　　６年生のプール清掃の様子　　　　　　　　来小のシンボルツリーのくす
のき

ミニトマトを観察し、ノートにまとめる２年生　　　ボール投げの練習に取り組む
３年生

 ５月３１日（木）
プール清掃（５年）　PTAレクリエーション練習①　マーチングバンド部・バトン部

の活動



肌寒い天気の中、５年生がプールの水を抜きながら、半年分の汚れを取りました。
明日は６年生が仕上げを行います。

６月９日（土）の知立市PTA連絡協議会レクリエーション大会に向けて、練習を行い
ました。

６月２日（土）のコミュの集いや、７月２７日（金）の「社会を明るくする運動」
での演奏に備え、熱心な練習を行っています。

 ５月３０日（水）フッ素洗口　検尿検査　内科検診



　九州北部と四国が梅雨入りしたようですが、本日は断続的に雨が降る一日でし
た。予定していた高学年のプール掃除等は延期になりました。この地方も近いうち
に梅雨入りすると思いますが、来小っ子は元気いっぱい。全校児童がフッ素洗口を
行いました。また、内科検診（２年生）等、各種健康診断も計画通り進めていま
す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　４年生のフッ素洗口の様子

５月２９日（火）前期教育実習開始 

 　３人の教育実習の大学生が３週間、もしくは４週間、実習を行います。実習生に
とっても、子どもにとっても、教職員にとっても良い出会いとなるよう、配慮して
いきます。

　教育実習生（校長室にて）

 ５月２６日（土）くすのきふれあい運動会

 絶好の運動会日和でした。たくさんの来賓や地域の方に足を運んでいただき、盛大
な運動会となりました。７時の開門に合わせて、朝早くから来校してくださった保
護者の皆様もあり、運動場や中庭は、さながらテント村のようでした。
　低・中・高、それぞれの学年の児童がこれまでの練習の成果を十分に発揮し、
「一生懸命はかっこいい」運動会にすることができました。日頃、児童を見守って
くださったり、支援してくださっていただいている家族や地域の人に元気と感動を
お届けすることができたと思います。





 ５月２５日（金）運動会準備

 　６時間目に、５・６年生児童が委員会ごとで２６日（土）のくすのきふれあい運
動会の準備を行いました。



 ５月２４日（木）歯科検診　心の相談員　心肺蘇生研修

　歯科検診が始まりました。様々な検診が７月までには実施されます。検診の結
果、心配がある場合、個々にお知らせをお渡しします。その場合、専門医に詳しく
見ていただきたいと思います。

左：歯科検診では、虫歯よりも歯並び等の問題が指摘される場合が多くなってきて
います。
右：今年度も昨年度に引き続き、お世話になる心の相談員の先生



　心肺蘇生研修を教員が受けました。６月になると水泳等も始まります。体調管理
をお願いします。

 ５月２３日（水）広域ネットワーク活用訓練　防犯教室

　　「刃物を持った被疑者が学校付近に現れた」という想定で、市教委から学校、
学校から保護者や地域にきずなネット等を活用して円滑に情報が伝わるかを確認す
るための訓練を行いました。また、実際にその想定での避難訓練と防犯教室を行い
ました。

体育館への速やかな避難の様子　　　　　　　　　生活委員による防犯にかかわる
クイズ



左：命を奪われないためにどんなことに気を付けるべきかを校長が話しました。
右：教員が通学班に寄り添い下校しました。はぐくみ隊の方にも見守っていただき
ました。

 ５月２２日（火）第１回学校評議員会

　学校評議員（様々なお立場でご活躍されている学区在住の６名の方に評議員を委
嘱）に来校していただき、今年度の学校教育活動全般について、校長他からご説明
したり、評議員からご意見をいただいたりしました。評議員会はもとより、PTA実行
委員会や民生児童委員会等、様々な組織と必要な情報共有を行い、適切な学校運営
を進めていきます。

登下校にかかわる安全（防犯や事故対策）や通学班の構成などが話題になりまし
た。

 ５月２１日（月）運動会練習　スクールカウンセラー　クラブ

 　運動会の準備もいよいよ大詰めとなりました。各学年、ほぼ完成に近づいてきて
います。当日まで、大きなけがを負う児童がないよう、細心の注意をしていきま
す。隔週月曜日6限は「クラブ」の時間です。子供たちはとても楽しみにしていま
す。多くのクラブが知立市魅力ある学校設計事業を活用して、地域の方のお力をお
借りしながら円滑に運営されています。



　高学年の組み立て体操の様子。列や一つ一つの技の精度が上がってきました。

左：今年度からお世話になるスクールカウンセラーです。
右：「昔の遊びクラブ」では、本日3名の指導助手が来てくださり、子どもたちに教
えてくださいました。

５月１８日（金）２年：生活科 「すてき発見散歩」※５月１７日分

 １４時３０分現在、校長室北側廊下は気温２７度、湿度７2％で昨日以上に蒸し暑
い一日でした。来週はいよいよ運動会が予定されています。過ごしやすい日が続く
とよいです。

　　　　　御鍬神社にお邪魔しました　　　　　　　　　来迎寺公園を訪れました



田園風景の中、草花の様子を観察しました　　旧東海道松並木を歩きました

 ５月１７日（木）一斉下校他

　 １４時３０分現在、校長室北側廊下は気温２５度、湿度７０％で蒸し暑い一日で
した。熱中症等に気を付けての生活となります。水分補給の水筒、よろしくお願い
します。

　　　発電量も増えてきました。　　　　　　　　　５年４組のメダカも元気に
育っています。



左：運動場のスピーカーを交換しました。運動会ではよい音で放送できそうです。
右：一斉下校を行いました。

　　　　　バトン部の練習の様子　　　　　　　　　　　　マーチング部の練習の
様子

 ５月１６日（水）運動会練習　シルバー人材センター樹木剪定　Jアラート訓練

　 さわやかな５月の陽気の中で、充実した学校生活が営まれています。1限には初
めて全校体制での運動会の練習を行いました。どの子も頑張っています。校庭のあ
ちこちでシルバー人材センターの方が樹木の剪定をしてくださいました。11時ごろ
にはJアラート訓練を行いました。

左：低学年の児童も一生懸命行進や整列を行いました。



右：手前がバトン担当の児童、奥がマーチング担当の児童の様子

左：児童会担当児童の地面と平行にまで上げられる手や太もも等、美しい行進の様
子
右：退場の動きもこのまま本番を迎えてもいいぐらいのものです。

　美しい自然（樹木や草花、池等）に恵まれた来迎寺小学校をさまざまな立場の方
が支えて下さっています。サツキ等の樹木が剪定によりいっそう美しくなりまし
た。

 ５月１５日（火）２年：生活科２年：生活科 「すてき発見散歩」　※５月９日、
１４日分



９日（水）：八橋方面に出かけました。かきつばた園での様子

１４日（月）牛田方面に出かけました。
左：歩道橋を使って国道１号線や松並木の様子を見ました。
右：消防団詰所を発見しました。

左：西井筋を歩き、明治用水のことを知りました。
右：牛田インター付近。来迎寺学区は交通の便が良いことを知りました。

 ５月１４日（月）運動会練習　聴力検査
第45回市民歩け歩け運動　※１３日分



　大雨だった昨日と一変して、５月らしい陽気で過ごしやすい１日でした。運動会
まで残すところ10日あまり。各学年でも練習に熱が入っています。

左：３・４時間目は高学年（５・６年）が運動場にて、運動会の練習（組立）を行
いました。
右：５年生とたんぽぽ組が聴力の検査を行いました。

左：雨の中、ゴール地点の文化広場を目指して、来迎寺小学校北を歩く市民等の様
子
右：参加者はちりゅっぴの記念缶バッチをいただきました。

 ５月１１日（金）運動会練習　　ICT研修会

 本日は学習や生活をするうえで最適な陽気でした。低・中・高学年とも、運動会の
練習に意欲的に取り組んでいます。授業後は、教員がICTを活用した授業のために研
修を行いました。



３・４時間目は中学年（３・４年）が体育館にて、運動会の練習（音遊）を行いま
した。

ICT研修会では、動画の閲覧の仕方について、各自のタブレットを用いて研修しまし
た。

 ５月１０日（木）　たんぽぽ組かきつばた茶会　運動会練習
一斉下校（交通安全と防犯指導）

 午前中は風が強く冷たかったですが、たんぽぽ組の児童がかきつばた園にて茶会に
参加しました。日頃の稽古の成果を発揮して、お手伝いすることができた児童もい
ました。本日から２６日（土）の運動会に向けて、学校全体で体育の授業を本格的
に行っていきます。授業後には一斉下校を行いました。



左：素敵な茶室にて、おいしいお茶とお菓子をいただきました。
右：かきつばたの花がきれいに咲いていました。

左：学校でもかきつばたの花が咲いています。（保健室西）
右：３・4限は1・2年生が運動会の練習を行いました。行進がそろってきました。

　交通安全についての話に加えて、「知らない人についていかない」「なるべくた
くさんの人と一緒に行動する」など、防犯についての話を生徒指導担当から伝えま
した。

 ５月９日（水）フッ素洗口　４年：英語活動　
幼・保・小連絡会　　「はぐくみ隊」総会　※８日（木）分



左：幼稚園の先生や保育園の保育士が１年生の授業を参観したり、情報交換会に参
加したりしてくださいました。〈８日（火）〉
右：フッ素洗口に取り組む児童の様子　丈夫な歯でいつまでも健康に！

　３・４年の英語活動が計画的に進められています。４年生では世界の国々の国旗
から国名を調べて、何個調べられたかを英語で伝え合ったりしました。担任と指導
助手でTTを行っています。

　「はぐくみ隊」総会の様子　町内会や民生児童委員、老人クラブ、子ども会、PTA
等が子どもの健やかな成長のために活動してくださっています。「地域と共にある
学校」として、今後も連携と協働を進めていきます。



 5月8日（火）１・２年：学校探検　３年：町探検　４年：消防署見学

１・２年：職員室（左）や図書室（右）等、学校のすみずみまで力を合わせて探検
しました。

左：３年生の町探検　本日は八橋地区を探検しました。写真は無量寿寺での様子
右：４年生の消防署見学　消防車や救急車を前にして、緊急時の動きなどを学びま
した。

 5月7日（月）　全校朝会　「あかるく」「いつでも」「さきに」「つづける」あい
さつの奨励

4年：消防学習　　高学年：クラブ活動

 　合計7日間のゴールデンウイークも終わり、子どもたちの元気な声が学校に戻っ
てきました。全校朝会では学級委員や児童委員会委員長の任命を行いました。3限に
4年生が消防学習を行いました。6限には高学年がクラブ活動を行いました。



左：校長から代表児童に認証状を渡しました。　　　　　　　　
右：生徒指導担当が生活目標（あいさつ：4月・時間を守ること：5月）について話
しました。

4年：消防学習　水消火器を使って初期消火の方法を学びました。

クラブ活動　左：大正琴クラブー地域の方に教えていただきました。
　　　　　　　 右：百人一首クラブー白熱した勝負が展開されました。

 5月2日（水）たんぽぽ組お茶の稽古　3年：町探検　ICT支援員来校

　本日は天気予報通り、昼頃から雨が降りました。3年生はその前に町探検を終え、
帰校しました。本日はICT支援員が来校し、特に今年度転入した教員を対象にタブ
レット端末を授業で活用するためのスキルアップ研修を実施しました。明日から
ゴールデンウイーク後半です。各学級で交通事故にあわないように話をしました。



左：5月の生活目標　標語みたいでインパクトがあります。
右：たんぽぽ組の児童が講師の指導の下、お茶の稽古をおこないました。

本日は牛田方面を探検しました。左の写真は東海道松並木を歩いている様子です。
右は各自がノートにメモ等を取っている様子です。

デジタル教科書やタブレット端末を活用した授業環境を今後も一層整えていきま
す。

 5月1日（火）体力づくり強調週間　3年：町探検　PTA実行委員会　ペンキ塗り

　ゴールデンウイークの真っ最中ですが、本日から、5月25日まで体力づくり強調週
間です。子どもたちは体力づくりに、教科の学習に、主体的に取り組んでいます。
大人も負けじと、PTAと「おやじの会」の方が遊具や渡りの手すり等のペンキ塗りを



行ってくださいました。

　ストレッチで体中の筋肉をほぐしました。　　　　　トラックを力いっぱい走り
ました

左：市P連レクや本校運動会等について確認しました。
右：5学級合同で本日は来迎寺地区の探検を行いました。（社会科）

　　　　遊具のペンキ塗り（PTA)　　　　　　　　ペンキ塗りの後の水場の清掃
（おやじの会） 

 4月27日（金）春を探して　運動会に向けて

　朝晩の温度差も小さくなったり花粉の飛散も一段落、足りするなど、過ごしやす
い季節になりました。校庭の樹木や草花なども生き生きとしています。5月の26日の

運動会に向けて各学年が練習に取り組んでいます。



　　5年図工　写生で楠を描く児童　　　　　　　4年理科　カブトムシの幼虫を観
察しました

6年体育　組み立て体操　　～安全に美しくを目指して取り組んでいます

 4月26日（木）スキルアップタイム

　本校は今年度「対話的な学習を通して、自分の考えを広げたり深めたりして、学
ぶ楽しさを実感する来小っ子」を目指して、学習活動を進めていきます。本日は教
員研修として 4年2組のスキルアップタイム「あなたはどちらが好き？給食or弁当）
を参観しました。

左：思考ツール（ベン図）を活用して、個々が給食と弁当のメリット等を「比較」
しました。



右：話し合い座席にして、思考ツール（ベン図）に記載したことを主体的に友達に
伝えました。

左：どの教室にも話し合いのルールが貼られています。
右：活用したプリント　学習の内容によって、たくさんの思考ツールから最適なも
のを選択して活用していきます。

 4月25日（水）1年生を迎える会

 明け方から降り続いた雨も、児童の登校時にはほとんどあがり、いつも通りの元気
な登校風景でした。本日は1年生を迎える会を開催しました。企画から本番まで大活
躍の児童会、1年生をエスコートしてくれた6年生の姿に伝統ある来迎寺小学校の姿
を垣間見ることができ、頼もしさを感じました。

左：6年生児童にエスコートされ、1年生児童がうきうきした様子で入場してきまし
た。
右：校長からみんなで力を合わせて楽しい学校を作っていきましょうと呼びかけま
した。



左：児童会の児童が工夫して作った〇×クイズで大歓声が上がりました。
右：電車じゃんけんで長い長い列がつながりました。

 4月24日（火）避難訓練　英語の学習

 　不安定な天気でしたので、避難場所を運動場から体育館に変更して避難訓練を行
いました。第1回の避難訓練なので、教室から避難場所への経路の確認を目的にして
実施しましたが、階段等では異学年が譲り合って歩く姿が見られました。校長から
は「災害に際して、どうしたら「自他のかけがえのない命」が守れるかを考えて訓
練に臨むことが大切」という内容の話をしました。
　ALTとの英語の学習が始まりました。新指導要領への移行期間中ですが、学校とし
て、英語の学習を積極的に進めていきます。

　　【階段では互いに譲り合って歩きました】　　【口をハンカチ等で覆って避難
しました】



　　【体育館では人員点呼を速やかに行いました】　　　　　【ALTとの英語の学習が始ま
りました】

 4月23日（月）視力検査　クラブ活動

視力検査の様子（6年）　　　　　　　　　　　　　　サッカークラブ

　　　　　ソフトボールクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　昔の遊びク
ラブ



　　　　　　　　　絵手紙クラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　マーチング
クラブ

 4月20日（金）授業参観　PTA総会　引き渡し訓練

　入学式・始業式から2週間が過ぎました。子供たちは徐々に新しい学級にも慣れ、
楽しく学校生活を送っています。PTA総会では、校長から、「来迎寺小学校いじめ防
止基本方針」や、来迎寺小学校災害防止マニュアル等について保護者等にお伝えし
ました。

左：（授業参観】保護者に子供たちの頑張りを見ていただけました。
右：【PTA総会】たくさんの保護者や来賓にご出席・ご臨席いただきました。

左：【PTA総会】新会長から新しい実行委員等の紹介をしました。



右：【引き渡し訓練】南海トラフ地震に備えて、確実な引き渡しができるよう、確
認しました。

 4月19日（木）1年給食開始

　1年生がいよいよ給食にチャレンジです。さぞかし各教室は混乱していることと心
配してのぞいてみると、どの学級でも整然と配膳が行われ、立派な食事マナーでし
た。義務教育9か年の記念すべき最初の献立ははカレーライス他でした。

　　静かに、協力して配膳ができました　　　　　　食事のマナーを先生から学び
ました

　　みんなで楽しくいただきました　　　　　　　　　　　　　　　　　本日の給
食

 4月18日（水）　1年交通安全教室　他

　安城警察署交通課や知立市役所安心安全課、知立市交通指導員の方々に来校して
いただき、1年生の交通安全教室を行いました。本校では「はぐくみ隊」や学区交通
安全推進協議会等、地域の方々が児童の登下校その他をいつも見守ってくださって
くださいますが、一番大切なことは個々の児童が、交通ルールやマナーを遵守し
て、「自分の命を自分で守る」ことです。学校では、このような「危機管理意識」



を高められるよう、指導を継続して行っていきます。

　　【横断歩道のわかり方を確認しました】　　　　　【どこに危険が潜んでいるのかを
学びました】

【親子下校（明日から1年生も給食を食べます】

 4月17日（火）全国学力・学習状況調査　来迎寺学区交通安全推進協議会理事会　
他

 あいにくの天気でしたが、子どもたちは充実した学校生活を送っています。また、
学区の交通安全を担う方々に集まっていただき、来迎寺学区交通安全推進協議会理
事会を開催しました。今年度も地域のご支援をいただきながら、子どもたちの「危
機管理意識」を高め、交通事故のない学区を目指していきます。

　全国学力・学習状況調査を受ける6年生　　　来迎寺学区交通安全推進協議会理事



会

授業の様子
　左：4年生　理科「季節と生き物」　学級で校庭の樹木や昆虫等を観察しました。
　右：1年生　算数「かずとすうじ」オリエンテーション　タブレットやテレビを活
用して授業を行っています。　

 4月16日（月）全校集会　語学相談員来校　図書室開放　他

写真左上：全校集会では、校長から「来迎寺小学校いじめ防止基本方針」に基づい
て、「いじめは絶対に許されない」ことや、起きてしまった時の学校としての対応
について、丁寧に説明しました。
写真右上：昼の放課には、青空の下、元気に運動場で遊ぶ児童の姿が見られます。



写真左上：語学相談員（ポルトガル語等）が定期的に来校し、該当児童の学習や生
活にかかわる支援を行います。
写真右上：本日より図書館を定期的に開放します。読書活動を通して豊かな人間性
を育みます。 

 4月13日（金）離任式　校庭の花や木

 　本日は、市内小中学校で離任式が行われました。昨年度まで本校でご活躍された
先生方に最後のご挨拶をいただいたり、お礼の会を行ったりしました。、

　　　　　　　　【９名の先生方】　　　　　　　　　　　　　　　【お礼の言葉
と花束贈呈】

　　　　　　　　　【お世話になった先生方を感謝の気持ちで見送りました】



　　　　　【せせらぎ庭園のハナミズキ等】　　　　　　　　【来小と言えば楠の
巨木】

　　　　　　　　【花壇の花々～春を待ちかねたように咲き誇っています】

 4月12日（木）学級写真　給食開始　人権擁護委員来校　他

　　【２年生以上が学級写真を撮りました。】　　　　　　　【おいしい給食が始
まりました】

【献立　お花見汁　ヒレカツ　ごまひじきサラダ　赤飯　牛乳】 【人権擁護委員がご挨拶にみ
えられました】



 4月11日（水）身体測定　知能検査　他

 　新年度が始まって4日目。身体測定（たんぽぽ、5年生）や知能検査（2・4・6年
生）等を実施しました。登校後は運動場で元気に遊ぶ姿が見られます。
　明日から2年生以上の児童は給食が始まります。

　【身体測定について話を聞いています】　　　　　　　　　【みんな仲よく遊ん
でいます】

　　　 【知能検査の様子】

 4月10日（火）朝の交通立ち番

　朝の交通立ち番指導を行いました。新1年生を迎えて新しい班員で協力して登校す
る姿が見られました。はぐくみ隊の方たちにも見守っていただきました。



　　　　　【明治用水沿いの遊歩道付近】 　　　　　　　　　　 　 【旧鎌倉街道
付近】

 4月9日（月）通学団会　一斉下校

 4月7日（土）PTA企画・実行・常任委員会

　第2回企画・実行・常任委員会を行い、4月20日に予定する総会の持ち方を確認し
たり、今年度の各委員会の活動について検討したりしました。 

　　　　　 【常任委員会全体の様子】 　 　　　　　　　　　　【中央が30年度会
長予定者】

4月6日（金） 入学式・始業式

　入学式・始業式を行いました。126名の新入生が仲間入りし、全校児童710名で平
成30年度が始まりました。たくさんの来賓の方がご臨席くださいました。 

　　　　　　　　　　【入場する新入生の様子】　　　　　　　　　　　　　　
【校長式辞】


