
豊かな心をもち 生き生きと自分のよさを発揮できる子どもの育成学校教育目標

やさしい子ども つよい子ども 生き生きと学ぶ子ども

校報

平成２６年７月２２日発行東 湖
あいさついっぱい やさしさいっぱい
やる気いっぱいの 夏休みに！

春に植えたキバナコスモスの花が今年もきれいに咲き始めました。早いもの

で明日から夏休みです。子どもたちは期待でわくわくしていることと思います。

夏休みは，これまでの学習や生活を振り返り，よくできなかったところを見直したり，興

味関心をもったことをさらに追究したりするよい機会です。自然体験や社会体験をすること

ができる絶好の機会でもあります。子どもたちは，様々な体験を通してこれから学習してい

くための大事な基盤となる力を身に付けるとともに，学校で学んだ事柄を実生活に生かした

り確認したりして，しっかりと自分のものにし

ていきます。

約１ヶ月間の夏休み，長いようでいてあっと

いう間に過ぎてしまいます。子どもたち一人一

人が，自分なりの課題意識をもって心と体をい

っぱい動かし，有意義に過ごしてほしいと思い

ます。

また，普段は学校生活が中心になっている子どもたちも，家庭や地域で過ごすことになり

ます。あいさつやお手伝いをするなど，その一員として積極的に関わって役割を果たすこと

も，自立に向けて成長していくためにとても大切なことです。

いろいろな事故や事件に巻き込まれやすいのも夏休みです。痛ましい水の事故のニュース

もありました。飛び出し等による交通事故にも注意が必要です。また，潟上市内でも不審者

事案が発生しています。学校では安全教室を開いたり，夏休みの生活のしおりを渡して健康

・安全に気を付けて生活するよう指導したりしてきましたが，各家庭や地域の皆様からも目

をかけ，声をかけていただきたいと思います。子どもたちが健康で，安全に過ごすことがで

きるようにご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

夏季休業中の緊急連絡先等について
お子さんの夏休み中，次の日を除いて学校には職員が勤務しております。

土・日曜日 及び ８月１３日（火 ・１４日（水）潟上市 小・中学校の学校閉鎖日）

なお，職員研修のために学校を離れて勤務する場合も多いことから，ご相談等の場合は

あらかじめ電話をお願いします。

万が一，事故等があった場合，すぐ学校(担任）へお知らせください。

学校 ０１８－８７８－２２４４ または担任連絡先へ

※市学校閉鎖日はスポ少，部活動の一斉休止日とし，お子さんが家庭・地域で過ごす日

となります。

※８月１３・１４日に緊急の用事がある場合は，

市教育委員会学校教育課（０１８－８７７－７８０９）で対応します。

潟上市立東湖小学校



本校では 「自ら考え，生き生きと表現す たくさんの皆様が子どもたちの学習の様子，
る子どもの育成」を目指して研究を進めてい を参観してくださいました。
ます。
６月２０日には２年算数科，７月４日には 《 ７月３日》学校評議員会

４年国語科の授業研究会を実施し，県総合教 授業参観後，学校運営について協議し，ご
育センターの先生方を指導者としてお招きし 意見をいただきました。
て研修を深めることができました。 いただいた貴重なご意見は今後の学校運営
また，潟上市教育委員会の指導主事や教育 に反映させていきたいと思います。

専門監，他校の先生方も子どもたちが学習す
る様子を参観してくださいました。
子どもたちは，真剣な表情で学習に取り組 今年度の学校評議員の皆様

み，自分なりの意見をもって学習に参加して 京○ 國○ 様 鈴○ 道○ 様
いました。 石○ 久○ 様 渡○ 啓○ 様

湊○ 麻○ 様
《２年 算数》
「１００より大きい数」 《 ７月16日》市教育委員会学校訪問

「落ち着いた家庭的な雰囲気で学習してお
り安心感がある 「姿勢やズックの整頓など」
がよい 「板書がきれいで文字が子どもの手」
本になる 「掲示に気を配っている 「発声や」 」
姿勢，眼差しなど指導力にたけた先生に恵ま
れている 「自然環境に恵まれており，教室」
以外のスペースがあるのがよい」等の感想を
いただきました。
話し合いの場の設定や教師の表情などにつ

４５０は１０を何 いて指導助言をいただきましたので，今後の
個集めた数かな。 指導に生かしていきたいと思います。
図や数の線，言葉を使って考えると･･･。

《 ７月18日》民生児童委員と語る会
主任児童委員，民生児童委員の皆様におい

《４年 国語》 でいただき，授業参観後，地域での子どもた
「読んで考えたことを伝え合おう ちの様子や危険箇所，行事等について情報交

『一つの花 」 換しました。』
日頃から子どもたちの見守り活動をしてく

ださったり，学習ボランティアとしてご協力
くださったりするなど，多大なご支援をいた
だき心強く思っております。

。今後ともどうぞよろしくお願いいたします

７月14日，天王幼稚園の長○咲○先生が，1
「心に残る表現」から考 年生の先生として職場体験をしました。
えたことは･･･。 勉強を見守ってくださったほかに，音楽の
お父さんの気持ちは･･･。 時間に子どもたちと一緒にゲームをしたり手

遊びを教えてくださったり，給食当番のお手
伝いをしてくださったりしました。子どもた
ちは，幼稚園の子どもたちや先生のお仕事に
ついて質問するなどして一日仲よく過ごしま
した。

お別れの時に

生活支援員の進○麻○先生が，７月２２日 は 「 ま た 来 て，

でご退職されることになりました。 ね 「 今 度 は 子」

進藤先生には主に１～３年生の学校生活の どもたちも一緒

お手伝いをしていただきました。 に来てね」とい

ありがとうございました。 う声も聞かれま

した。



7月1日 7月10日

潟上市内6小学校の6年生が参加して陸上交 2年生が野鳥の森に出かけました。

流会が開かれました。 当日はあいにく

全員参加の100ｍ走のほかに，持久走やソ の天候でしたが，

フトボール投げ，走り幅跳び，６０ｍハード 木の実などを使っ

ル，４００ｍリレーなどの競技が行われまし てすてきなオブジ

た。名刺交換や各校混合チームによる綱引き ェづくりをするこ

も行われ，交流を深めることができました。 とができ，笑顔い

東湖小の子どもたちは，当番校ということ っぱいでした。

で係の仕事もがんばりました。

閉会式では，瀬○景○さんが堂々と感想を ７月10日

発表しました。 アサザプロジェクトの飯島先生をお迎えし

て，環境についての学習をしました 「生き。

物とお話をする方法」ということでカエルや

トンボの体のつく

りとすみかの関係

などについて楽し

く学習することが

できました。

入賞おめでとう 7月11日

沼○ 舞○さん 放送委員会主催の集会で，学年ごとに早口

100ｍ走 6位 言葉に挑戦しました。

800ｍ走 6位 「なまむぎ なまごめ なまたまご」など，

昔からの問題に加えて 「きゃりーぱみゅぱ，

みゅ みぱみゅぱみゅ，あわせてぱみゅぱみ

7月７日 ゅ むぱみゅ

1年生が担当す ぱみゅ」など

る初めての集会， 委員会の皆さ

１・ 2年生の七夕 んが考えた新

集会が開かれまし しい問題もあ

た。いつもリード りました。

してくれている 2

年生にも楽しんで 7月14日

もらえるようにと一生懸命計画や準備をした 今年も5年生家庭科のボランティアをお願

かいがあってとても楽し いしました。

い集会になりました。 当日はたくさん

2年生からお礼に「スイ の保護者の方が応

ミー」の劇の発表があり 援 に 来 て く だ さ

ました。 り，なみ縫いや本

返し縫いなどを教

えてくださいまし

7月8日 た。

，東湖八坂神社祭典の次の日，全校縦割り班 普段は教科担任一人で指導していることも

で，神社のゴミ拾いをしました。燃えるゴミ 一人一人に目をかけて指導できるので子ども

と燃えないゴミに分 たちも分かりやす

けて拾いました。 かったようです。

子どもたちは，き これからも地域

れいになった神社を のいろいろな世代

見て，ゴミを落とさ の方から応援いた

ないようにしますと だけたらと思いま

誓い合いました。 す。



7月17日

7月15日

音楽鑑賞教室「アトリオンがやってきた」

が開催されました。 夏休みを前に，不審者から身を守って安全

バイオリン，ビオラ，チェロ，ピアノの素 に生活できるように，五城目警察署とチャイ

晴らしい演奏や ルドセーフティセンターの皆さんにおいでい

美しい歌声に聞 ただき，安全教室を開きました。

き入ったり，ラ 次のような指導がありましたので，お子さ

。チェットという んと一緒にご確認くださるようお願いします

珍しい楽器の演

☆子どもだけで留守番をしているときの約束奏 体 験 を し た

を決める

・電話に出るのか，出ないのか。

り，全員で合唱をした ・家の人からの合図。

りと，楽しいひととき (例：３回鳴らして一度切ってからかける)

を過ごすことができま ・宅配便が来たら出るのか。 など

した。

☆外出する際の注意

7月18日 ・出かけるときは○○公園へ行くと具体的

栄養士の宮田先生においでいただき 「な に家の人に言う。，

んでもたべよう」という学習をしました。 ・知らない人に近付きすぎない。

手ざわりでその日の献立に使われた食材を 片手1本分以上離れる。

当てるクイズでは，おそるおそる「じゅんさ ・周りの様子を見ながら歩く。

い」にさわった子 ・止まっている車の近くを通らない。

どもたち。体をつ ・不審な車がいたら車の進む方向と反対側

くる大事な食べ物 に逃げる。

について分かりや ・知らない人と長く話さない。

すく学ぶことがで 長く話すとだまされやすい。

「 」きました。 ・危ないと思ったら大きな声で たすけて

とさけぶ。

・防犯ベルの電池を確かめておく。がんばってるね！東湖の子
。○第２５回春季秋田県小学生ラグビーフット ・普段から大きな声を出す練習をしておく

ボール大会 中学年の部 ・手をつかまれたらアイーンのように動か

優勝 出戸浜ラグビースポーツ少年団 す，手首を回す，相手の指を反対側にそ

（４年 鈴○ 颯○） らせる。

「 」・ふだんからあいさつをして 大人の友達

○第６回秋田県Ｕ１２体操競技選手権大会 を作る。

女子個人総合 第６位 ５年 菊○ 愛○ ・ こんばんは」の時間帯は一人で外に出「

女子平均台 第２位 ５年 菊○ 愛○ ない。

女子段違平行棒第３位 ５年 菊○ 愛○ ・万引きなど悪い心から自分を守る。

○秋田ゼロックス杯争奪

第１７回秋田県小学生柔道選手権大会

６年女子の部 第３位 櫻○ 友○

○第１０回大仙市長旗大会

１部 第７位 天王ＪＦＣ

（６年 瀬○ 景○ 菊○ 黎○

５年 柏○ 慎○） ※スクールガードリーダーさんから，ふだん

から大きな声であいさつをしていると，い

○第１３回潟上市・南秋田郡野球スポーツ ざというときにも大きな声を出しやすいと

少年団交流大会 第３位 いうことを聞きました 「自分の身は自分。

東湖ブルーブレイヴス野球スポーツ少年団 で守る」ことができるようになって，安全

な夏休みを過ごしてほしいと思います。


