
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
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あいさついっぱい やさしさいっぱい やる気いっぱい

心をたがやす 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求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，不審者事案も発生しています。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（木 ・１４日（金）…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，

市教育委員会教育総務課（０１８－８５３－５３６１）で対応します。

潟上市立東湖小学校



本校では 「自ら考え，生き生きと表現する たくさんの皆様が子どもたちの学習の様子を，

子どもの育成 を目指して研究を進めています 参観してくださいました。」 。

６月17日には県教育庁中央教育事務所から指

導者をお招きして４年算数科の授業研究会を実 《 6月19日》学校評議員会

施し，研修を深めることができました。当日は 授業参観後，学校運営について協議し，ご意

潟上市教育委員会の指導主事や教育専門監，他 見をいただきました。

校の先生方も子ど いただいた貴重なご意見は今後の学校運営に

もたちが学習する 反映させていきたいと思います。

様子を参観してく

ださいました。子 今年度の学校評議員の皆様

どもたちは，真剣 京○ 國○ 様 鈴○ 道○ 様

な表情で自分なり 石○ 久○ 様 西○ 真○ 様

の意見をもって学 湊○ 麻○ 様

習に参加していま

《４年 算数》した。

《 ７月14日》「四角形を調べよう」 市教育委員会学校訪問

「落ち着いた雰囲気で学習している 「教師」

が全身で語っている 「子どもの心を引きつけ７月17日はひまわり学級生活単元の授業研 」

る指導や子どもの心をくすぐる語りかけがされ究会でした。市教育委員会から指導助言者を
ていた 「板書がきれいで文字が子どもの手本お招きして全教員が授業参観をしたり協議を 」

になる 「個々に丁寧に言葉かけしている 「全したりしました。子どもたちはたくさんの先 」 」

体として静と動の切り換えができている 「学生方に見守られる中で，生き生きと活動し， 」

校と地域との関わりがよい」等の感想をいただ交替でメモを読ん
きました。で買い物をした
授業の進め方や教師の声，などについて指導り，代金を計算し

助言をいただきましたので，今後の指導に生かたりしていまし
していきたいと思います。た。お店屋さんの

レジ打ちの速さと
《 ７月21日》正確さに参観者一 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で同驚いていまし
いただき，授業参観後，地域での子どもたちのた ひまわり学級 生活単元。 《 》
様子や行事等について情報交換しました。「買い物をしよう」
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７月９日，県幼小連携理解推進事業の一環
強く思っております。で，二田保育園の先生が１年生の先生として
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本校で職場体験をしました。

1年担任と保育園の先生による図工科の授
業でしたが，県幼稚園・保育所・認定こども

園の10年経験者研
以前にもお知らせしたとおり，潟上市教修として50人以上

職員研修会において，映画「みんなの学校」の先生方が参観しま
が下記の通り上映されます。保護者の方々した。
も鑑賞できますので，ご案内します。子どもたちは，大
学校締め切りは7月22日ですが，当日受勢の先生方にも動じ

付もできます。申込先は潟上市教育委員会ることなく，自分の
教育総務課（853－5371）です。

思いを生かして伸
期 日 平成27年8月19日（水）び伸びと制作した
会 場 昭和公民館り，友達の作品の

日 程 13：50～ 受付よさを発表したり

14：00～15：50 映画上映していました。



６月３０日 ６月２２・２６日

潟上市内6小学校の6年生が参加して陸上交流 全校縦割り班ふれあい集会が開かれました。

会が開催されました。 １回目は，班のシンボルの旗作りでした。こ

開会式では，全選手を代表して菊○愛○さん の旗のもと，１年生から６年生まで協力して１

が堂々と選手宣誓をしました。 年間いろい

全員参加の100ｍ走のほかに，持 ろな活動を

久走やソフトボール投げ，走り幅跳 します。

，び，６０ｍハードル，４００ｍリレ ２回目は

ーなどの競技が行われました また 縦割り班対。 ，

名刺交換や各校混合チームによる綱 抗ゲームでした。３～６年生はフリースロー，

引きも行わ １・２年生はボールを転がしてゲートをくぐり

れ，交流を 抜けると成功です。班のみんなでアドバイスし

深めることができまし 合ったり応援し合ったりしてふれあいました。

た。東湖小の子どもた

７月8日

， ，ちは，各種目 東湖八坂神社祭典の次の日 全校縦割り班で

でがんばった 神社のゴミ拾いをしました。燃えるゴミと燃え

ほかに，係の ないゴミに分けて拾いました。

仕事でも活躍 子どもたちは，

しました。 きれいになった神

社を見て，これか

らもゴミを落とさおめでとう

100ｍ走 ７位 米○ 滉○ ないようにします

。走り幅跳び 女子 ２位 鈴○ 凜○ と誓い合いました

持久走（800ｍ） ２位 鎌○ 真○

持久走（1000ｍ） ２位 米○ 滉○ 7月７日

ボール投げ 男子 2位 櫻○ 生○ １年生が担当する初めての集会，１・２年生

七夕集会が開かれました。これまでいろいろお

世話をしてもらっている２年生に楽しんでもら

７月１日 えるようにと１年生が七夕かざりを作ったり，

， 。３年生と５年生が，歯みがき名人になろうと クイズを考えたり お店を工夫したりしました

正しい歯のみがき方を学習しました。 一生懸命計画や準備をし

３年生のめあては「自分の歯の形に合わせた たかいがあってとても楽し

歯みがきをしよう ，５年生のめあては「歯周 い集会になりました。司会」

病から歯と歯ぐきを守ろう」です。 やお店の呼びかけの声も堂

事前に，保健室 々としていて，ちょっぴり

の先生からそれぞ 緊張しながらも誇らしげな１年生でした。

れむし歯の観察の

仕方や改善方法， ７月10日

歯周病の原因と観 「はなさき山のやまんば」の劇を鑑賞しまし

察の仕方や対処方法などについて学んだ子ども た。主人公の妹役で６年生菊○さんが出演しま

たち。当日は，２人の歯科衛生士さんと市の保 した。また，朗読劇には６年生の伊○さん，湊

健師さんに教えていた ○さん，５年生村

だきながら真剣に口の ○さん４年生大○

中を観察したり，正し さんが出演しまし

いブラッシングの仕方 た。みなさん堂々

を練習したりしていま とした演技でし

した。 た。



7月21日

学校を離れていろいろな学習をしました。

夏休みを前に，不審者から身を守って安全に 野鳥の森２年

生活できるように，五城目警察署とチャイルド

，セーフティセンターの皆さんにおいでいただき

安全教室を開きました。

次のような指導がありましたので，お子さん

と一緒にご確認くださるようお願いします。

八郎めん 市役所３年

☆不審者は年齢，性別，服装など見た目では

わからない

☆相手と自分のうでの

長さの分，はなれる

伝承館 東湖八坂神社御味噌揚げ式

☆自分の身を守るために……いかのおすし

（ついて） ないいか

らないの

おごえ （で たすけてという）お

ぐにげるす

らせる 男鹿市滝の頭湧水 浄水場し ４年

☆悪い人がねらうところ……ひまわり

とりだけになるところひ

わりからみえないところま

かれ道，わき道，うら道のおおいところわ

ようされていない家やこうえんなど，人 臨海処理センター 八郎湖環境学習り

のけはいのないところ

１年給食試食会 ３年親子レク

○五城目警察署管内少年健全育成剣道大会

優勝 天王剣道スポーツ少年団

（６年 岡○ 天○ ５年 石○ 航○）

校外指導部主催

○プライムズ杯中央地区小学校招待野球大会 研修部主催 あきた県庁出前講座

準優勝 東湖ブルーブレイヴス そば打ち体験 ネット健全利用教室

○秋田県珠算競技大会

小学校の部 個人競技 第３位

読上算競技 第２位

読上暗算競技 第２位

５年 村○哉○


