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心豊かな子ども たくましい子ども 生き生きと学ぶ子ども
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心と体を動かして充実した夏休みに！
， ， 。昨年 改修工事のため使用できなかったプールに 今年は子どもたちの歓声が響いています

いよいよ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，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成長していく

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

事柄を実生活で確認したり生かしたりして，しっかりと自分のものにしていきます。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，家庭や地域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。

３２日間の夏休み，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。

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。自転車の乗り方や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。

詳細は配付済みの案内等でご確認ください。学校・プール開放日
■夏休み学習会…７月２５日（月 ・２６日（火）9：00～10：30 東湖小4～6年生）
■図書館開放日…８月３日（水 ・10日（水）9：30～11：30 東湖小児童・保護者）
■プール開放日…土・日曜日，祝日，市学校閉鎖日を除く 9:30～11:30 ,13:00～15:00

東湖小児童

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います。

土・日曜日，祝日■
８月１２日（金）～１５日（月）の４日間……潟上市全小・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は，すぐ学校または学級担任へお知らせください。
東湖小学校 TEL：(０１８)８７８－２２４４ FAX：(０１８)８７８－７４１７

※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12～15日に緊急の用事がある場合は，
市教育委員会学校教育課（０１８－８５３－５３７１）にお知らせください。

潟上市立東湖小学校



6月の｢学校評議員会｣に続き，今月もたく 潟上市内6小学校の6年生が参加して陸上交
。さんの皆様が子どもたちの学習の様子を参観 流会が開催されました

してくださいました。 全員参加の100ｍ走
のほかに，持久走やソ

《 ７月１1日》 フトボール投げ，走り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 幅跳び，６０ｍハード

でいただき，授業参観後，登下校時や地域で ル，４００ｍリレーな
の子どもたちの様子，危険箇所等について情 どの競技が行われまし
報交換しました。 た。また，名刺交換や各校混合チームによる
日頃から子どもたちの見守り活動をしてく 綱引きも行われ，交流を深めることができま

ださったり，学習ボランティアとしてご協力 した。
くださったりするなど，多大なご支援をいた 東湖小の子どもた
だき心強く思っております。 ちは，各種目のほか
今後ともどうぞよろしくお願いいたします に，係の仕事でもが。

んばりました。

《 ７月1９日》市教育委員会学校訪問
おめでとう「地域で子どもを育てている」｢全校の夢を

走り幅跳び ６位 石○ 航○掲げ，学年に応じて具体的に教室に掲示して
いるのもよい｣「子どもたちが生き生きとして
おり，表情がよい」｢真剣に取り組んでいる｣
「姿勢がよい 「授業を通して何を学ぶのか」
明確にし，主体的な学びにつながるように指
導の工夫をしていた｣「 なるほど 『分かっ 本校では，全校縦割りのふれあいグループ『 』
た』が広がる授業を目指して考えたり話し合 で様々な活動をしています。
ったりする場を大事にしている 「言語環境 ふれあい集会は，それぞれのグループへの」
としての教師の言葉遣いがよい 「図書室は 所属意識を高め，下級生を思いやる気持ちや」
子どもが読みたくなるような本の配置の工夫 上級生に学ぶ態度を
がされている｣等の感想をいただきました。 育てることがねらい
授業の課題の吟味や，少人数の中で｢なるほ です。当日はボール

，ど｣｢分かった｣が広がる授業の工夫，表現，思 運びゲームを通して
考，学びを豊かにする手立ての工夫など今後 各グループのきずな
の研究について示唆をいただきましたので， を深めることができ
全教職員で取り組んでいきたいと思います。 ました。

代表委員の皆さんが，企画や準備をし，当
日の進行役も務めたのですが，大きな声では
きはきと分かりやすく進める姿に頼もしさを

本校では 「主体的に学び，豊かに表現す 感じました。今後の活躍が楽しみです。，
る子どもの育成～「なるほど 「分かった」］
が広がる授業を目指して～」をテーマに研究
を進めています。
７月1２日には県教育庁中央教育事務所か 東湖八坂神社祭典の次の日，全校縦割り班

ら指導者をお招きして２年算数科の授業研究 で，神社のゴミ拾いを
会を実施し，研 しました。燃えるゴミ
修を深めること と燃えないゴミに分け
ができました。 て拾いました。

，子どもたちは
友達と意見交流
をしながら，協
力して学習を進 子どもたちは，きれ
めていました。 いになった神社を見

生き生きと楽し て，これからもゴミを

そうに学ぶ姿が 落とさないようにしま《２年 算数科》

印象的でした。 すと誓い合いました。「水のかさのたんい」 進行は

環境委員の皆さん



文化芸術による子どもの育成事業として天 ２・３年生が，人権擁護委員の皆様におい

王中学校で開催された京都フィルハーモニー でいただき，｢人権｣について学びました。

室内合奏団ワクワククラシックコンサートを ｢白い魚とサメの子｣の紙芝居を通して，い

全校児童が鑑賞しました。 じめの問題や一人一人が大切な存在であるこ

素晴らしい名曲を聴 と，思いやりの大切さについて考えを深める

かせていただいたほか ことができました。

に 楽器紹介コーナー 最後に｢湖の岸に生， ，

指揮者体験コーナー， まれた やさしい子

合奏団の伴奏で校歌を おとなりどうしの

歌うコーナーもありました。指揮者体験コー 君あなた みんなな

ナーでは６年生の村○哉○さんが立候補して かよく助け合い 手

名指揮者ぶりを披露しました。手の動きに合 に手をとって 育とうよ｣と東湖小学校の校歌

わせて演奏が速くなったり遅くなったりする を歌って，思いやりの心をもって，なかよく

ところがすごいなあと思ったそうです。 生活することを誓いました。

３年生と５年生が 「歯と口の健康教室」 学校を離れていろいろな学習をしました。，

で正しい歯のみがき方を学習しました。 町探検（郵便局・お店・倉庫など）２年

３年生のめあては「自分の歯の形に合わせ

た歯みがきをしよう ，」

５年生のめあては「歯周

病から歯と歯ぐきを守ろ

う」です。

子どもたちは 事前に 八郎めん 市役所， ， ３年

養護教諭からそれぞれむ

し歯の観察の仕方や改善方法，歯周病の原因

と観察の仕方や対処方法などについて学び．

当日は，歯科衛生士さんと市の保健師さんに

教えていただきながら真

剣に口の中を観察した 伝承館 東湖八坂神社

り，正しいブラッシング

の仕方を練習したりして

いました。

秋田市環境センター 臨海処理センター４年

， ，６年生が 学校薬剤師の先生をお招きして

薬物乱用防止教室を実施しました。

， ，覚醒剤や大麻 危険ドラッグなどの使用は

心身の健康に深刻な影響を及ぼすこと，法律

で厳しく規制されていること，また，医師に

処方された薬や市販の薬も正しい使い方をし 八郎湖環境学習

ないと健康に影響を及

ぼすことがあることな 田んぼの観察５年

どを学びました。報道

などでもその恐ろしさ

を耳にしている子ども

たちですが，薬剤師さ

んの具体的なお話をうかがい，改めて絶対に

関わらないという思いを強くしていました。 ｢ ＭＹ・米・プロジェクト｣進行中 ↑



○五城目警察署管内少年健全育成剣道大会夏休みを前に，不審者から身を守って安全

）に生活できるように，ALSOKの皆さんにお 優勝 天王剣道 ６年 石○航○スポーツ少年団Ａ（

優秀選手賞 ６年 石○ 航○いでいただき，｢安全教室｣を開きました。

低学年は，不審者にあったときの対応の仕

○飯島男子ミニバスケットボール招待試合方，高学年は，留守番をする際に気を付ける

第３位 天王 少年団ことや留守番時の不審な電話への対応の仕方 ミニバススポーツ

（ ）などについて具体的 ６年 米○ 碧○

○読売カップキッズサッカー大会に学ぶことができま

準優勝 天王ＪＦＣ（４年 石○ 優○）した。

知識としては分か

○男鹿潟上南秋親善ミニバスケットボール大会っていてもいざ行動

準優勝 天王 少年団するとなるとなかなか難しい面もあるようで ミニバススポーツ

（６年 米○ 碧○）す。繰り返し学習することで，しっかりと身 ※全県大会出場

に付けさせたいと思います。ご家庭でもお子

○少林寺拳法秋田県大会さんと一緒にご確認くださるようお願いしま

（ ）す。 準優勝 秋田泉 少年団 ６年渡○梓○スポーツ

小学生２級の部 優秀賞 ６年 渡○ 梓○

☆自分の身を守るために……いかのおすし

○秋田県珠算競技大会（しらない人について） ないいか

団体競技小学校の部 第２位 東湖小学校のらない

（６年 村○ 哉○ ５年 村○ 柊○おおごえ （で たすけてという）

５年 大○ 有○）すぐにげる

個人競技 第２位 ６年 村○ 哉○しらせる

第３位 ５年 村○ 柊○※不審者は年齢，性別，服装など見た目で

ﾌﾗｯｼｭ暗算 第３位 ５年 大○ 有○は分からない。見た目で判断しない。

読上暗算 第１位 ６年 村○ 哉○

読上算 第１位 ６年 村○ 哉○☆るすばんをする前に……いいゆだな

第３位 ５年 大○ 有○いえの かぎを みせない

えの まわりを よくみるい

○かたがみカップミニバスケットボール大会ゆうびんポストを チェック

男子の部 優勝 天王 少年団だれもいなくても ｢ただいま｣ ミニバススポーツ

（６年 米○ 碧○）なかに はいって すぐとじまり

☆不審な電話がかかってきたら

大人が留守だと知られないようにする

住所や年齢，名前は教えない など

※留守番中に電話に出るか，来客に対応す 平成２８年度ＰＴＡ広報誌コンクール

るか（玄関を開けるか）などについて， 審査員特別賞

家の人と相談しておく。 東湖小学校ＰＴＡ｢東湖｣

２年親子レク ３年親子レク 文化研修部主催 校外指導部主催

陶芸教室 安全教室

☆校外指導部の皆様，東湖八坂神社祭典の見回り活動，ありがとうございました！


