
 ９月３０日（月）　全校朝会　教育実習開始

左：知立アイリーズの活躍を称えました。
右：交通安全担当が、横断歩道を渡るときには、「ドライバーが自分のことを認識
していることを確認してから渡ること」が大切であることを劇風にして伝えまし
た。

本日から３週間の予定で教育実習を行います。

 ９月２７日（金）　１年：給食指導　４年：消防署見学　６年：卒業アルバム撮影



左：栄養教諭から「きゅうしょくができるまでをしろう」というテーマで学びまし
た。
右：消防車の内部の様子や、消防署員の仕事上の工夫について学びました。

修学旅行も終わり、小学校生活も残すところ全体の１／12となりました。卒業に向
けて一日一日を大切にしていきます。

 ９月２６日（木）　交通安全推進協議会４５周年

左：たくさんの来賓の方に参会していただきました。
右：来迎寺保育園、八橋保育園の年長園児による「三本指の約束」の様子



左：本校マーチング部・バトン部による演奏
右：愛知県警音楽隊による演奏　「パプリカ」や「風になりたい」では子供たちも
一緒に歌いました。

 ９月２５日（水）　３年生：社会科梨園見学

地元の梨園の方の仕事について、体験を通して学びました。

 ９月２４日（火）

　９月２６日（木）に交通安全推進協議会４５周年記念式典を開催します。たくさ
んの来賓の方や地域の方、愛知県警、安城警察署、知立交番等からも参加される予



定です。本日、５時間目に全校で簡単なリハーサルを行いました。

 ９月２０日（金）　６年：修学旅行２日目

左：鹿苑寺（金閣）の華やかさに足利義光の権勢を知りました。
右：二条城の絢爛豪華なつくりに、徳川氏の繁栄と幕末の雰囲気を感じました。

清水寺にて…音羽の滝にて、長寿・恋愛・学問等、思い思いの水を飲みました。 

 ９月１９日（木）　６年：修学旅行１日目



法隆寺にて…五重塔、エンタシスの柱、国宝の仏像等、飛鳥時代の空気を感じまし
た。

奈良公園にて…大仏（殿）、正倉院、若草山、鹿等、奈良時代の繁栄を肌で感じま
した。

 ９月１８日（水）

左：４年生が「命の授業」を受けました。自他の命を大切にし、互いを尊重しあえ
るようにしていきます。
右：保護者ボランティア（図書）の様子



 ９月１７日（火）　中学生職場体験学習　開始

４名の中学２年生が本校での三日間の職場体験学習を始めました。

 ９月１３日（金）　５年：出張出前講座

　電気の科学館から４名のスタッフが来校されました。学級ごとで「電気と環境」
について学びました。今後も外部講師と連携・協働し、「チーム来迎寺小」とし
て、子どもたちの学びの幅を広げたり、質を高めたりしていきます。

 ９月１２日（木）　一斉下校



２週間の試行期間として、通学路の一部を変更しての初めての下校となった通学班
もありました。 

 ９月１１日（水）　学校公開日　自転車安全教室（１年）

左：学校公開日の様子。防犯上、今回から新たにお願いした名札カードを首から下
げて保護者が授業等を参観してくださいました。
右：交通安全教育チーム「あゆみ」の警察官から指導を受けました。

 ９月１０日（火）

 　昨年度より知立市陸上競技会にかわって校内陸上大会を開催しています。昨日か
ら６年生が合同体育の時間を活かしながら練習を行っています。校内で行うメリッ
トは全員が選手として参加できることです。得意種目をいっそう伸ばしていけるよ



う、支援していきます。

 ９月９日（月）　クラブ活動

　高学年児童が楽しみにしているクラブ活動です。体育館では、休憩をとったり水
分補給に努めたりして活動しました。

左：バスケットボールクラブ　ゲーム形式で練習しました。
右：バドミントンクラブ　担当教員に加えて外部講師の方に教えていただいていま
す。

 ９月６日（金）



　本日は校内の掲示・展示物についてお伝えします。

左：職員室前にラグビーW杯（９月２０日～）のお知らせとビニール製ラグビー
ボールが展示されています。現在、野球U18W杯やバスケットボールW杯が行われ
ています。子どもたちに様々なスポーツに関心をもってもらえたらと思います。
右：保健室外の掲示物に有名な人物やキャラクターの身長が表示されています。ト
トロはバスケットボール八村選手と３ｃｍしか違わないことがわかりました。子ど
もたちも今週、身体測定を行いました。

 ９月５日（木）一斉下校

 　本日は、教員が一緒に下校して、定期的な危険個所確認や下校指導を行いまし
た。

 ９月４日（水）

　夏休みが終わり学校が始まって３日目。そろそろ、疲れが見えるころかなと思い
ながら、北門にて、児童の登校を待っていると、元気なあいさつがたくさん聞こえ
てきました。多くの子のとって、よいスタートが切れたようです。相変わらず、日
中は蒸し暑いですが、教室内は涼しく過ごしやすいです。



　３日（火）の給食。中央上の皿の上側のおかずは、「けいちゃん」（岐阜県の郷
土料理）です。本校５年児童が「おうちの自慢料理」として応募したものが採用さ
れました。

 ９月３日（火）　避難訓練

２限後の放課中に大地震を想定した避難訓練を行いました。児童はそれぞれの場所
で頭を下げて揺れが収まるのを待ち、避難指示にしたがい、速やかに運動場に避難
しました。

 ９月２日（月）　全校朝会　一斉下校

 　子どもたちの笑顔が学校に戻ってきました。それぞれが充実した夏休みを過ごし
たようです。子どもたちのさらなる成長を支援できるよう全教職員で頑張っていき
ます。



全校朝会では表彰を行ったり、生徒指導担当から９月の生活目標について伝えたり
しました。

今日から、エアコンの運用が始まりました。涼しい教室で集中して勉強できるよう
になりました。

「学校だより　くすのき９月号をアップしました。

 夏季休業中

左：エアコン設置やトイレ改修工事による騒音・振動を避け、個人懇談は体育館に
て実施しました。
右：プール開放は昨年度より２回多く実施できました。



左：全校出校日に合わせて、親子除草を行いました。
右：より良い授業づくりを目指して、グループごとで教員研修を進めました。

左：知立市安心安全課担当をお招きして、HUG（避難所運営ゲーム）を用いて防災
教育にかかわる教員研修を進ました。
右：児童・学級理解をいっそうすすめるために、OU検査の分析について体験的に学
んだり、ユニバーサルデザインの第一人者の講師をお招きして研修を行いました。

左：学区夏祭りにて、５年生が山の学習で行った「光の舞」を地域の方や家族に披
露しました。
右：学区夏祭りでの花火の様子 

７月１９日（金）　全校朝会



　明日から４４日間の夏休みが始まります。全校朝会では、「命を大切にする」
「９月２日には全員が元気な笑顔で再会する」ことを約束しました。

左：各種表彰を行いました。
右：生徒指導担当から、命を大切にするための具体的な内容について伝えました。

 ７月１８日（木）

 エアコン設置工事や、トイレ改修工事が本格的に始まります。校内の複数個所に工
事にかかわるエリアが設定され、フェンスや柵で囲われてきました。個人懇談等の
行事や駐車場等で保護者の皆様にもご迷惑をおかけています。ご理解よろしくお願
いします。

 ７月１７日（水）　



 久しぶりの青空。昨年度ほどではありませんが夏の暑さを感じる一日。子どもたち
は放課に外で元気に遊びました。

 ７月１６日（火）　学区交通安全推進協議会設立４５周年記念事業第２回準備会

　今年は昨年と打って変わり、気温が上がらない日が続いています。本日は雨が
降ったり上がったりの一日でした。少しですが、中庭で元気に麻生児童の姿が見ら
れました。



　５月の運動会について投稿した３名の６年児童の作文が中日新聞「ヤングアイ｝
に掲載されました。学校での学びをさらに社会全体へと広げていけるよう、支援し
ていきます。

 ７月１２日（金）

　６年３組の家庭科調理実習の様子。グループごとで協力して野菜炒めを作り、お
いしくいただきました。

 ７月１１日（木）　



７月５日（木）にPTA研修委員会がカルトナージュ作りの講習会を開催しました。

７月１０日（水）　５年：山の学習３日目 

左：朝の集いでのラジオ体操の様子
右：男川のヤナでの「アユつかみ」。つかんだアユの躍動感から生命を感じなが
ら、どの子も果敢に挑戦しました。

串を指して、炭で焼いて、おいしく、「命」をいただきました。

 ７月９日（火）　５年：山の学習２日目



左：間伐材の樹皮を向いて、紙やすりで表面をつるつるに仕上げ、着色して、この
世に一つだけのボールペンを作りました。どの子も夢中に取り組みました。
右：カレー作りを力を合わせて行いました。

左：みんなで自分たちの力で作ったカレーをいただきました。おかわり続出です。
右：夜は星空観察。大きな天体望遠鏡で月の表面や木製の模様まで見ることができ
ました。梅雨の季節としては奇跡的に、雲が切れました。

左：体育館にて、小惑星探査機「はやぶさ」にかかわるロマンあふれるお話を聞き
ました。
右：子どもたちの部屋の様子。二段ベッドで快適に少しました。

 ７月８日（月）　５年：山の学習１日目



左：ハイキングに出かけました。山の空気はおいしかったです。
右：夕食は、ハンバーグ定食をいただきました。

左：キャンプファイヤーでの一幕。山の神から、「４つの火」を受け取りました。
右：各学級の出し物。みんなノリノリでした。

 ７月５日（金）　生活委員会：あいさつ運動

　あいさつ運動に主体的に取り組む生活委員の６年生。自作のハチマキを用意する
など、気合が入っています。

 ７月４日（木）　教科等指導員訪問



　本日は、知立市教科等指導員（音楽、家庭）をお招きして、全教員が参加して授
業研究会を行いました。様々な研修等の機会を確保しながら、授業力の向上を目指
します。

　たんぽぽ組の児童がマリーゴールドやサルビアの花を移植しました。

 ７月３日（水）　

　７月２日（火）の学校保健委員会では、６年生がメディア（スマホ等）との適切
な付き合い方について学びました。これまで学んできたことを発表したり、自分た
ちでどのようにつきあっていくべきかを話し合ったり、校医２名からアドバイスを
いただいたりしました。



 ７月２日（火）　第４回PTA実行委員会　６年：学校保健委員会

　PTA実行委員会では、夏休み水泳監視当番、学区夏祭り、親子除草、活用品バ
ザー等の議題で話し合ったり、各委員会の活動を報告したりしました。

 ７月１日（月）　全校朝会

左：全校朝会の様子　中日新聞（くすのきふれあい運動会のこと）や朝日新聞（社
会科で農業について学んだこと）に投稿した記事が掲載された児童等を中心にして
表彰しました。
右：６月３０日（日）に福祉体育館で開催された子供会ドッジボール大会に参加し
た本校学区子供会（女子）チーム（ローズマリー）の様子



右：６月３０日（日）に福祉体育館で開催された子供会ドッジボール大会に参加し
た本校学区子供会（男子）チーム（シャークとスネーク）の様子

 ６月２８日（金）

　１年生が生活科の学習「いろんな遊びをしよう」で、シャボン玉を梅雨空にたく
さん飛ばしました。入学以来３か月。りっぱな来小っ子になってきました。

 ６月２７日（木）　２年：歯科検診　教員研修（エピペン）

 　６月２５日（火）に４年生が社会科の学習の一環で、クリーンセンターの見学を
行いました。

左：近代的な設備でクリーンセンター全体をコントロールしている様子を観察しま
した。
右：自分たちの生活で生み出されるごみが大きな焼却炉の中で処理される様子を観
察しました。

 ６月２６日（水）



左：生活委員が「あいさつ運動」を推進しています。
右：低学年の英語活動の様子。外部講師の先生に教えていただき、体全体を使って
コミュニケーションを楽しみました。

 ６月２５日（火）　あいさつ運動　３年：自転車乗り方教室　４年：クリーンセン
ター見学

　市内の交通指導員の方や知立市役所の方から自転車に乗るうえでの交通ルールや
マナーについて学びました。

 ６月２４日（月）　１年：歯科検診



　６月２３日（日）に体育館にて、おやじの会主催「紙飛行機大会」が開催されま
した。たくさんの児童や保護者が参加しました。自分で作った紙飛行機を元気に飛
ばしました。

 ６月２１日（金）　たんぽぽ組：夏の合宿２日目

　１０人の児童が洲原ロッジにて一泊しました。２０日（金）の夕食はカレーライ
スと野菜サラダを作って食べました。食材のほとんどは自分たちが学校で育てた野
菜です。

 ６月２０日（金）　交通死亡事故死０の日　一斉下校　４年：歯科検診　たんぽぽ
組：夏の合宿１日目



左：一斉下校の様子。
右：歯科検診の様子。

 ６月１９日（木）　

　６月１８日（火）に民生・児童委員会を開催しました。地域の方と情報共有した
り連携したりして、本校教育活動をよりよいものにしていきます。
　本日は、エアコン設置やトイレ改修にかかわる工事業者の方と打ち合わせに来ら
れました。７月以降、並行して工事が始まります。

 ６月１８日（火）　全校駆け足　３年：歯科検診　民生・児童委員会



左：ストレッチや体幹トレーニングで走る前の準備をします。
右：低・中・高学年に分かれて、走ります。高学年は一番外側のコースです。

 ６月１７日（月）

　６月１５日（土）に知立市文化会館にて、知立市少年の主張大会が開催されまし
た。市内小中学校の代表者が日頃の生活体験をもとに自分の考えをまとめ、思いを
伝えました。本校代表の６年生児童も「いじめと向き合う自分の在り方」を、堂々
と発表しました。

 ６月１４日（金）　歯みがき教室　２年：プール開き　　



　保健委員の児童が各教室を訪問して、正しい歯みがきの仕方を説明しました。そ
の後、個々の児童が磨く練習をしました。

 ６月１３日（木）４年：たんぽぽ：プール開き　　６年：歯科検診

児童会主催でなかよし遊びをしました。低・中学年の児童はお兄さんお姉さんと遊
んで大喜び！（１２日撮影）

 ６月１２日（水）　５年生プール開き　児童会：なかよし遊び　たんぽぽ：お茶会

日頃からお世話になっているお茶の先生に来ていただき、お茶会を開きました。



 ６月１１日（火）　少年の主張校内発表会　１年：プール開き　３年：眼科検診

 梅雨の晴れ間・・・

左：６年生の児童が「いじめ」に向き合う自分の姿を力強く発表しました。
右：１年の水泳の様子。保育園や幼稚園に比べ、大きなプールです。子どもたちも
大喜び！

 ６月１０日（月）　交通死亡事故死０の日　全校読み聞かせ

　６月８日（土）に、知立市PTA連絡協議会レクリエーション大会が開催されまし
た。本校PTAも力の限り頑張りました。けがをされる方もなく、保護者間、保護者
と教員との懇親が図られ、有意義な時間となりました。

左：綱引き競技で、知立小学校PTAと対戦し、接戦を繰り広げました。
右：閉会式後、記念写真を撮影しました。

 ６月７日（金）　学校公開日

　本日は、足元が悪い中、たくさんの保護者の方が日ごろの授業等の様子を見に来
てくださいました。



左：６年４組の授業の様子。プログラミング学習を進めました。
右：６年３組の授業の様子。家庭科でミシンを使って作品を作っています。

左：２年２組の授業の様子。音楽で鍵盤ハーモニカを使って演奏をします。
右：５年の山の学習説明会の様子。今年度から愛知県野外センターにて山の学習を
行います。

 ６月６日（木）　５年：体重測定　一斉下校



プールに水がいっぱい入りました。来週の火曜日から水泳指導が始まります。 

 ６月５日（水）　あいさつ運動　１～４年：体力テスト　保護者ボランティア（緑
化・図書）

　今年度の学校目標は「挨拶がシャワーのようにあふれる学校づくり」です。その
ために、教職員が一丸となって学級力や授業力の向上を目指し、個々の児童が『こ
の仲間とだから、こんなにも自分が成長することができた』という思い（謙虚さと
感謝の気持ち）がもてるようにしていきます。
　また、児童会のほうでも、あいさつ運動を展開していきます。

生活委員が「挨拶のぼり」をもって、各教室を訪問し、元気よくあいさつをした
り、あいさつを呼びかけたりしました。

左：保護者ボランティア（緑化）の様子。マリーゴールドやサルビアの移植を行い



ました。
右：保護者ボランティア（図書）の様子。本に透明カバーを付けました。 

 ６月４日（火）　５・６年：体力テスト　２年：学区探検（生活科）

　だんだんと蒸し暑くなってきました。本日は、体力テストや学区探検等の活動を
行いました。体を動かす活動は朝一番に行うなど、熱中症対策を進めていきます。

左：ボール投げの様子
右：立ち幅跳びの様子

 ６月３日（月）　全校集会　

 　６月１日（土）に「第２４回コミュニティのつどい」が本校体育館にて開催され
ました。マーチングバンド部やバトン部の児童が日ごろの練習の成果を披露した
り、また、一部の児童がカラオケ大会にグループで参加したり、お茶会の手伝いを
したりするなど、地域行事に率先して参加することができました。

左：マーチングバンド部の演奏の様子
右：バトン部の演技の様子



左：カラオケ大会に出場した児童の様子
右：着物を着て、お茶会でお茶やお菓子を運ぶ手伝いをする児童

 ５月３１日（金）

　５月もいよいよ本日が最終日。６月からの水泳指導に備えて、プールに水を入れ
たり、教員が救急蘇生法の講習を受けたりしています。

左：本日午後２時の段階で、水が満水時の３分の１入りました。
右：３０日（木）に教員を対象に行った救急蘇生法（心臓マッサージ、AED)講習会
の様子。

 ５月３０日（木）　かきつばた読書週間　教育相談週間　フッ化物洗口　２年：聴
力検査　

交通死亡事故死０の日　６年：プール清掃



左：６年生がプールの清掃を行いました。安全等の点検後、水を入れていきます。
右：プールの中にヤゴがたくさん生息していました。３年生の理科の学習の一環で
観察していきます。

 ５月２９日（水）　かきつばた読書週間　教育相談週間　５年：プール清掃

　かきつばた読書週間で連日、放課は図書室が満員御礼となります。児童は、上の
ような読書カード（左：低学年用　右：高学年用）を工夫して作成しています。

 ５月２８日（火）　かきつばた読書週間　教育相談週間　１年：心電図

　終日、雨が降りました。水不足が深刻な地域には恵みの雨です。今日は熱中症の
心配はほとんどなく、「晴耕雨読」の一日でした。



左：中庭の様子。木々や花々にとっても恵みの雨となりました。
右：雨の日でいたが、教室内は湿度もあり、蒸し暑さを感じることも…。天井の扇
風機が活躍しました。

左：２５分放課の図書館の様子。たくさんの子が本を借りるために図書館に来てく
れました。
右：６年生の図工作品。水彩画の特色を十分に発揮して教室の中の様子を描いてい
ます。

 ５月２７日（月）　かきつばた読書週間　教育相談週間　プール排水　５年：内科
検診

　先週から日中の気温が高くなってきました。６月の気温は平年より高いそうで
す。熱中症にならないよう、気を付けていきます。本日はプールの排水を行いまし
た。



左：３年生がオクラとホウセンカの移植を行いました。
右：排水開始から１時間経過時の様子。少し水位は下がっています。

 ５月２４日（金）　

　日中は暑さを感じるようになりました。熱中症指数（WBGT値）等を参考にしな
がら、児童の健康や安全安心を第一にして、学習等を進めていきます。

左：４年生（女子）の月例マラソンの様子　朝一番、気温が上がる前に実施しまし
た。
右：２３日の学校安全緊急情報共有化広域ネットワーク訓練の一環で行った防犯教
室の様子　誘拐や傷害等、悪意を持っている人から被害を受けないための行動や心
構えについて考えました。



 ５月２３日（木）　５年：歯科検診　１年：校外学習　体力強調週間　
学校安全緊急情報共有化広域ネットワーク訓練

左：体力強調週間　５年体前屈の練習の様子
右：歯科検診の様子（５年）　６月にかけて、歯科検診、視力検査、聴力検査、尿
検査等、たくさんの検診を進めていきます。

左：１年生が１・２時間目に生活科で、校外学習として牛橋公園を探検しました。
右：牛橋公園前の案内看板。本校の周りにはたくさんの歴史ある文化財が点在して
います。

 ５月２２日（水）



 体力強調週間が始まりました。

左：３年生が立ち幅跳びの練習を行いました。
右：５年生がボール投げの練習を行いました。

 ５月２１日（火）

　運動会特集第２弾。徒競走やリレー、保護者や地域の方が参加した種目、３・４
年の演技「総勢２５９名のよさこい～心・体・声・音を合わせて～」の様子を紹介
します。



 ５月１８日（土）　くすのきふれあい運動会

　終日風が強かったですが、熱中症等の心配もなく、たくさんのご来賓、保護者、
地域の方の見守る中、どの子にとっても思い出に残るすばらいしい運動会を実施す
ることができました。本日は、６年生のスタンツ「時代」を特集します。



 ５月１７日（金）　委員会活動

 高学年児童が運動会の準備を主体的に行いました。



５月１６日（木）　１年：聴力検査　ALT来校

　６年生の外国語（英語）の様子。本日はALTと英語専科の先生のTTで授業を進め
ました。

 ５月１５日（水）

 運動会の練習が佳境に入ってきました。

左：１・２年生。演技名は「いっしょにおどろう　どどどど☆ど」です。１年生は
入学から１か月半経過しました。今では立派な来小っ子です。２年生はお兄さんお



姉さんとして模範となっています。
右：５・６年生の組み立て体操。演技名「時代」です。令和の時代を保護者や地域
の方にどのように伝えられるか楽しみです。進級したことを通して、一回り高学
年、最高学年としての自覚が、日常生活の中で高まっています。

 ５月１４日（火）　幼・保・小連絡会　５年：聴力検査　

　運動会の練習が佳境に入ってきました。

左：３・４年の演技「総勢２５９名のよさこい～心・体・声・音を合わせて～」の
様子　空模様が怪しくなり、やがて大粒の雨が降ってきました。急いで校舎内に避
難。
右：マーチングバンド部、バトン部の練習にも熱が入ってきました。※写真は昨年
度運動会当日の様子

上：幼稚園や保育園の先生方に授業等の様子を見ていただいたのち、情報交換を行
いました。今後の指導・支援に生かしていきます。

 ５月１３日（月）　クラブ活動　１年：放課後子ども教室開始



左：本日より、１年生の「放課後子ども教室」が始まりました。校内で集まってか
ら移動しました。
右：バドミントンクラブの活動の様子

　　　　左：大正琴クラブの活動の様子　　　　　　　　右：昔の遊びクラブの活
動の様子

 ５月１０日（金）　交通事故死０の日

　１０連休明けの１週間が終わります。１週間後にはいよいよ「くすのきふれあい
運動会」です。

登校の様子。本日は「交通事故死０の日」です。普段の「はぐくみ隊」や保護者の
皆さんに加えて、教員も交通立ち番を行いました。



６年生の組み立て体操の練習風景。安心安全を第一に、短時間で効率の良い練習を
行っています。

 ５月９日（木）　３年：町探検（社会）

　３年生が、１，２時間目に、社会の学習の一環で町探検をしました。

左：牛田方面では、国道１号線や旧国道にかかる横断歩道から学区を見渡しまし
た。
右：八橋方面では浄教寺等を見学し、明治用水粗衣の遊歩道を通って学校に戻りま
した。

※　くすのきだより　５月号をアップしました。
※　平成３１年度　グランドデザインをアップしました。

 ５月８日（水）　学校評議員会



６名の学校評議員に来校していただき、特色ある学校づくりについて、情報を共有
したり、ご意見をいただいたりしました。

 ５月７日（火）　運動会全校練習

左：１０連休明けの登校の様子。元気な笑顔と会えました。
右：運動会全校練習。安心・安全を第一にして、短時間で効率的な練習を進めてい
きます。

 ４月２６日（金）　たんぽぽ組かきつばた茶会　PTA実行委員会　はぐくみ隊連絡
会議・総会



　毎年恒例の子どもたちが楽しみにしている行事です。かきつばた園内の茶室にて
お茶をいただきました。今年は例年以上にかきつばたが見事に美しい姿を見せてい
ます。

　子どもたちの登下校の見守り等、いつも温かいまなざしで子どもたちを見守って
いただいています。本日は総会と連絡会議を行いました。

４月２５日（木）　家庭訪問４日目　１年生歓迎会 

 　１年生歓迎会を行いました。児童会や６年生の児童の事前の準備のおかげで、ど
の子にとっても楽しい時間となりました。

左：児童会代表児童が歓迎の言葉を述べました。
右：全校児童と教職員でじゃんけん列車やクイズを楽しみました。



上：歓迎会が終わって、６年生が１年生をエスコートして、退場しました。

 ４月２４日（水）　家庭訪問３日目　避難訓練

 本日は小雨が降ったりやんだりの天候でしたので、避難場所を体育館として、避難
訓練（火災）を行いました。

左：口をハンカチ等でふさいで、慌てず、話さず、落ち着いて階段を下りました。
右：教頭先生から自然災害の恐ろしさや、本日の避難の様子について話をしまし
た。

 ４月２３日（火）　家庭訪問２日目　１年：交通安全教室　４年：明治用水見学
（社会）



　安城警察署交通課や市内交通指導員、知立市安心安全課の方、保護者に来校して
いただき、１年児童が横断歩道の渡り方、交通ルールやマナーについて、実際に体
験したり、紙芝居で学んだりしました。

 ４月２２日（月）　家庭訪問１日目　１年：身体測定

　１０連休まで１週間、初夏を感じる暖かさの一日でした。本日から家庭訪問が始
まりました。

長い間楽しませてくれた花壇のパンジーも連休明けには、次の花にバトンタッチで
す。

 ４月１９日（金）　全校朝会　任命式（学級委員、代表委員、委員会委員長）



左：学級委員の任命。どの子も大きな声で返事ができました。代表児童に任命証を
お渡ししました。
右：代表委員、委員会委員長の紹介。半年間、よろしくお願いします。

左：２年生では生活科で育てたビオラやチューリップを片付けました。
右：１１日に欠席者がいた学級で、本日全員揃った学級が改めて学級写真を撮影し
ました。

 ４月１８日（木）　１年：給食開始　６年：全国学力・学習状況調査　一斉下校

左：初めての自分たちの配膳、静かに円滑に配膳することができました。
右：小学校最初の給食はカレーライスでした。どの学級でも落ち着いた時間を過ご
せました。



上：６年生は全国学力・学習状況調査を受けました。

 ４月１７日（水）　授業参観　PTA総会　引き渡し訓練

左：授業参観の様子（１年生）　緊張しながらもしっかり話を聞いたり、自分の意
見を言ったりしました。
右：PTA総会　平成３０年度会長からご挨拶をいただきました。

上：引き渡し訓練の様子　大地震発生時に円滑に保護者に児童を引き渡せるよう、
教員、児童、保護者の動きを確認しました。

 ４月１６日（火）



左：４月９日に第１回コミュニティ役員会が本校図書室にて開催されました。今年
度も地域コミュニティにかかわる活動に、学校としても主体的に参画していきま
す。
右：チューリップがかわいい姿を見せています。４月１２日撮影

上：高学年の児童を中心にして、登校後、落ち葉等の清掃ボランティアを行ってい
ます。

 ４月１５日（月）　航空写真撮影　３年：内科検診　委員会活動

　今年度は交通安全推進協議会４５周年の年です。本日は航空写真を撮影しまし
た。秋には記念式典を予定しています。

左：保育園児と本校児童が参加しました。風が吹く中、集中して撮影に臨みまし



た。
右：２０年前に撮影した航空写真。５年ごとに撮影しています。

 ４月１２日（金）　離任式

　転出された先生方に来校していただき、離任式を行いました。本校での思い出を
聞いたり、児童への激励をいただいたりしました。会の最後に花束を贈呈し、校歌
で見送りました。共に過ごす最後の時間が温かいものになりました。

 ４月１１日（木）　学級写真　給食開始（ともに除く１年）

　平成３１年度も本日で１週間が経過しました。学校生活がだんだん軌道に乗りつ
つあります。本日から２年生以上の学年で給食が始まりました。

左：どの学年の子も、静かに順番を待ったり、協力して上手に写真を撮ったりする
ことができました。
右：プールに珍客！本校は自然に恵まれ、様々な動物が顔を見せてくれます。

 ４月１０日（水）　６年：身体測定　　交通安全推進協議会理事会

　下記の物を最新版に更新しました。
・　学校概要（教育目標）
・　お知らせ（学校いじめ防止基本方針、災害対応マニュアル）



・　お便り（くすのきだより４月号）

左：今年度初の雨の日の登校　１年生の児童もランドセルを背負ってがんばって歩
いて登校しました。
右：桜もまだまだきれいに咲いていますが、花びらが舞い始めました。

 ４月９日（火）　３年：身体測定

 　本日は３年生が身体測定を行いました。学校のあちこちで子どもたちの元気な声
が聞こえてきます。さて、４月６日（土）に、PTA実行・常任委員会が開かれ、今
年度の活動がスタートしました。

各委員会での今年度の活動内容や役割の確認、総会の内容や役割の確認を行いまし
た。

 ４月８日（月）　通学団会　一斉下校



 まさに春のあたたかな陽気の中、わくわくの一週間が始まりました。

左：登校後、元気に外で遊ぶ子どもたちの姿が見られました。
右：今年度最初の通学団会。通学団ごとで、約束等を確認しあいました。

左：一斉下校指導の様子。担当教員も集合場所まで一緒に歩きました。
右：明治用水沿いの桜：ややピークを過ぎましたが、まだまだきれいです。

 ４月５日（金）　入学式・始業式

　平成３１年度の授業が本日から始まりました。今年度は１３３人の新入生を迎
え、全児童７３４人でスタートします。本日は着任式、入学式・始業式、担任発
表、学級活動等を行いました。

左：着任式（６名の先生が本校に着任しました。



右：校長が式辞で謙虚さと感謝の気持ちを大切にして、「なかよく　がんばる　や
さしい子」（校訓）を実現していくよう、児童に呼びかけました。

左：新入生を代表して２名の児童が交通安全協会より安全帽をいただきました。
右：平成３１年度PTA会長予定者より祝辞をいただきました。

児童代表の６年児童から歓迎の言葉を伝えました。


