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修学旅行

春は変身の季節、夏は成長の季節

６年生

校長 服部

幸広

１学期の間、保護者の皆様並びに地域の皆様には、いろいろな方面から本校教育活動
にご支援、ご理解・ご協力をいただき、心より感謝申し上げます。
昨年度、朝のあいさつの声に、「子どもたちは朝から疲れているのかな」と心配するこ
とが多くありました。今年度、運営委員会の呼びかけをきっかけに、子どもたちの元気
な声であいさつをする、自分から先にあいさつをするという、朝の光景が広がってきました。子どもたちは
見事に変身をしてくれています。これからも声かけ等、家庭と学校の双方でできたらと思っています。
ご家庭には夏休み中、まず起きたら家族で「おはよう」。ラジオ体操で「おはようございます」。また「あ
りがとうございました」「ただいま」「いただきます」「ごちそうさま」など、あいさつで心を通わせ、お互
いの体調や心の状態をキャッチしていただけるとありがたいです。
さて１学期を振り返ってみると、子どもたち一人一人に活躍の場があり、一人一人の成長が見られた４ヶ
月でした。子どもたちが持ち帰った通知表から、１学期にがんばってやり遂げたこと、あともう少し継続が
必要なことなどを、親子で話し合ってくださり、夏休みに生かしていただけると有りがたく思います。
春は変身の季節、夏は成長の季節です。暑い夏に、植物は葉に太陽のエネルギーをいっぱいに受け、光合
成により自ら成長する栄養を作ります。その栄養が幹を通って根に届き、しっかりと根を伸ばし実を付けて
いきます。子どもたちも夏は成長の季節です。
そこで夏休みの過ごし方は・・・・
☆ 早寝・早起き・朝ご飯でしっかり生活リズムを!
睡眠時に成長ホルモンが出ることを忘れずに睡眠時間をしっかりとりたいですね。
☆ 頭すっきりの午前中に学習、読書を！
音読・漢字・計算で準備運動すると効果的です。今年はプールも午前中に開放します。
☆ お手伝いで誉められ「ありがとう」「助かった」で達成感を！
子どもたちに向き合ってくださり、家族の時間を大切にお過ごしください。
私たち職員は、もっともっと子どもたち一人一人に丁寧に関わって伸ばしていきたいところや集団として
成長させたいところをじっくり考え、２学期に向けて準備をしていきます。
休み中に心配な事がありましたら、学校の方へご相談ください。３８日間という長い夏休みですが、よろ
しくお願いいたします。

うれしい電話がありました（下校時の児童の様子について）
７月１３日の放課後、児童の下校について嬉しい電話をいただきました。「仕事の帰りに小学校前の信号
で停車していると、阿木小学校の児童が横断を旗で誘導し、渡り終えるときちんとおじぎをしてくれました。
大変感動し、さわやかな気持ちになったので電話をしました。
」というお話しでした。
阿木小学校が大切にしている、「交通安全」
「あいさつ」が、日常的にできている姿です。さらに、止まっ
ていただいた方への感謝の気持ちが伝わり、今回の電話をいただけたのだと思います。登下校では、これか
らも「交通安全」と「さわやかなあいさつ、感謝の気持ち」を大切にしたいと思います。

《１学期のがんばったこと①》
１がっきがんばったこと

いちねん

みわ さちか

わたしが、いちがっき がんばったことは、みっつあります。
ひとつめは、ぷぅるで かおを つけられるように なったことです。わたしは ぷぅるが にがてでした。だけど、
およげるように なりたいとおもって がんばりました。はじめは、かおを みずに つけることが できなかったけど、
おうちのおふろで れんしゅうしたら すこし つけられるように なりました。うれしかったです。もっと できるよ
うに なりたいので、なつやすみも がんばりたいです。
ふたつめは、おんがくのじゅぎょうや あさのうたのときに、ゆびさんぼんのくちで、おおきなこえで うたうこ
とをがんばりました。ゆびさんぼんのくちで うたうと、はっきり うたえて、うたっていると げんきが でてくる
きがします。これからならう、あたらしいうたも がんばりたいです。
みっつめは、じを ていねいに かくことです。ひらがなの べんきょうは、むずかしい じも あったけど、てい
ねいに かいたら すぐに おぼえることが できました。いまは かたかなの れんしゅうを がんばっています。２が
っきに、かんじの べんきょうが はじまるので がんばりたいです。
これからも、この みっつのことを つづけていきたいです。

１学きがんばったこと

２年

すずきめい花

わたしのがんばったことは、三つあります。一つ目は、けいさんです。
２年生では、ひっさんをならいます。むずかしい十より大きい数のたし
ざんです。ひっさんのもんだいでとけないときは、いつもがんばってと
きました。そして、だんだん十より大きい数もとけるようになりました。
二十、三十、四十よりも大きい数のたしざんができるようになりました。
6/23

わたしは、だんだん、けいさんがすきになってきました。

プール開き

１年生

二つ目は、かかりのしごとです。わたしは、よていを書く係になりま
した。こくばんにかくと、すぐにじぶんのよていちょうに書きます。し
ゅうだんげこうのときには、よていを書くのがおくれてしまうときがあ
ります。あわてていると、そうしろうさんがよていや、おうえんのこと
ばをくれるので、だんだん早くかけるようになってきて、うれしかった
です。
三つ目は、かんじです。２年生でならったかんじは、１年生のときと
かわって、だんだんむずかしくなってきました。ドリルもむずかしくて、
あきらめようとしたけれど、あんなさんの字が上手で、わたしもあんな
さんみたいに、字が上手になりたかったので、かん字をがんばりました。
そしたら、かん字がすきになってきました。
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これからも、この三つをがんばりたいです。

楽しかった遠足

３年

土岐

読み聞かせ

２年生

優菜

私は遠足で阿木川ダムへ行きました。
阿木川ダムでは、ダムの中に入って見学をしました。中までは、エレベーターで下りていきました。ダムの中は、
すごくうるさくて、お兄さんの声があまり聞こえませんでした。でも、すごくすずしかったです。
見学をした後は、すごくおなかがすいて、みんな、
「はやく、ごはんが食べたい。
」
と言っていました。私のべんとうは、お母さんが作ってくれました。
すごくおいしかったです。おかしは、よしまるやで買った物で、
その中で四つ、当たりが出ました。グループで遊んで帰りました。
家では、お父さんに、他のダムも調べて、いんさつしてもらいま
した。全部で五十二個ありました。黒部ダムや私が、見学した阿木
川ダムなど、いろいろなダムが出てきました。すごく勉強になった
のでよかったです。また、行ってみたいです。
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遠足

３・４年生

《１学期のがんばったこと②》
１学期にがんばったこと

平成２９年度 阿木小だより No.５の②

４年 西尾 優花

わたしが１学期にがんばったことは、二つあります。それは、４年生から始まった活動のことです。
一つ目はクラブ活動です。わたしは、郷土料理クラブになりました。これまでに、草もち、ほうばずし、げんこ
つあめ、それにとれたてのじゃがいもでポテトチップスを作りました。初めて作った草もちは、家でも作れるなん
て思っていなかったし、よもぎを使うのに“よもぎもち”ではないのはなぜだろうと思いました。でも、講師のみ
なさんは、とても優しくて、知らなかったことをていねいに教えてくださいます。とても楽しいです。だからこれ
からもおいしい食べ物をみんなと協力して作りたいです。
二つ目は委員会活動です。こちらも新しく始まった活動で、わたしは放送歌声委員会に入りました。放送は、内
容が日によってちがいます。クイズをしたり、給食のお知らせをしたりします。給食を食べる時間が五分ちょっと
しかないけれど、ちがう学年の人と給食を食べたり、音楽を聴い
たりしながら仕事をするのはとても楽しいです。間違えてしまっ
たときも、笑いあったりはげましあったりしました。
２学期になると、今度は運動会で初めての係会に参加します。
わたしは応援団です。初めてのことがたくさんあるけれど、５年
生や６年生の姿を見たり、教えてもらったりしながら、責任をもっ
て活動していきたいと思います。がんばります。

１学期にがんばったこと

５年

花田
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森の学習

１学期にがんばったこと

４年
５年

原

琉衣菜

ぼくが１学期がんばったことは、二つあります。

私が１学期がんばったことは、二つあります。

一つ目は、ノートをきれいにとることです。ぼくは、

一つ目は、算数の勉強です。私は、１年生のころから、

４年生のときは、ノートはあまりきれいではありませ

算数はあまり得意ではなかったので、５年生の算数も、

んでした。でも、５年生は、覚えることがいっぱいあ

少し心配でした。でも、苦手だからこそがんばろうと思

るから、ノートをきれいにとるようにがんばりました。

いました。学校では、大事なことはノートに書き、先生

そしたら、覚えなければならないことを、しっかり覚

の話をよく聞き、がんばりました。そして、家でも宿題

えることができました。また、書いたことがすごく見

や自学にたくさん取り組んでがんばりました。そしたら、

やすかったから、テストの点が前よりも上がって、と

テストで８０点、９０点、１００点と、けっこういい点

てもうれしかったです。これからも、ノートをきれい

がとれるようになりました。このときは、とてもうれし

にとって、テストでいい点がとれるようにしたいです。

かったです。

二つ目は、クラブです。ぼくは、２年連続で太鼓ク

二つ目は、委員会の仕事です。私は、環境安全委員に

ラブに入りました。今年は、去年の曲に、もう一曲、
『風

なりました。環境安全委員では、ろう下のことや掃除の

の乱』を演奏することになりました。今年、初めてた

ことを中心に取り組んできました。ろう下を走っている

たくから、できるか不安でした。実際に、やってみる

人がいたら、積極的に注意しました。掃除では、三回ぶ

と、簡単なところや難しいところがありました。１学

きができていない人がいたら、声をかけてがんばりまし

期中に、前半を仕上げることができたので、よかった

た。注意して、直してもらうことができたと思います。

です。２学期は、後半のところだからがんばりたいで

１学期は、たくさんできたことがありました。夏休み

す。一生けんめい練習して、もっと上手になりたいで

に入っても、気をゆるめずに過ごして、２学期もがんば

す。

りたいです。
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宿泊学習

５年生

１学期にがんばったこと

５年

後藤

愛実

私が１学期がんばったことは、三つあります。
一つ目は、宿泊学習です。私が、宿泊学習で一番がんばったことは、一日目の野外炊さんです。野外炊さんでは、
カレーを作りました。私たちのグループは、かくし味をチーズとスパイスにしました。野菜もグループで切りまし
た。ルーを入れて、カレーをまぜました。まぜるときに、トロトロで、ぜんぜんできてなかったけど、交替でまぜ
たら、おいしくできました。グループで、しっかり力を合わせて、楽しくできたし、リーダーとしても、グループ
のみんなに声をかけることができました。みんなで作ったカレーは、とてもおいしかったです。宿泊学習では、リ
ーダーとしてみんなを引っぱっていけたからよかったです。とても楽しい宿泊学習でした。
二つ目は、委員会です。私は、体育委員会の副委員長になりました。体育委員会は、ロング昼休みの遊びの計画
を立てたりします。副委員長として、しっかりできたから、よかったです。
三つ目は、遠足です。５・６年生の行き先は、岩村城の城あとでした。岩村城の城あとへ行くまでに、坂がいっ
ぱいありました。登っていくときは、「つかれた。
」 とばかり言っていたけど、登りきったときは、とてもうれしか
ったです。みんなとお弁当を食べたり遊んだりしたことも楽しかったです。
これからも、クラスのみんなと協力したり、委員会の副委員長をがんばったりしていきたいと思います。

１学期がんばったこと

６年

三宅

＜８月２７日～９月３０日のおもな行事予定＞

茉白

私が１学期がんばったことは、二つあります。
一つ目は、勉強です。特に、社会と算数をがんばり

日

曜

校

内 行 事

下校等

28 月 ２学期始業式 作品搬入

集団13:20(引率)

は社会が苦手だったけど、歴史は楽しく学ぶことがで

29 火 地域子ども会 ALT 校内作品展

集団13:45

きました。また、算数では、新しい公式や、いろいろ

30 水 命を守る訓練(着衣泳) 校内作品展

集団13:45

な算数用語が出てきました。これまで算数はあまり得

31 木 ４年カワゲラウォッチング

集団13:45

ました。６年生の社会では、歴史を学習しました。私

意ではなかったけど、しっかり先生の話を聞いたり、

１

金 命を守る訓練(不審者対応) 係会①

２

土 親子奉仕作業、資源回収

た。さらに、積極的に挙手をして、自分の考えを発表

３

日 親子奉仕作業、資源回収 予備日

することもがんばりました。５年生の時は、自分の考

４

月

えを発表するのが苦手でしたが、６年生になってから、

6

水 ＡＬＴ

7

木 運動会係会②

大切なところだけでなく、図や表をノートを書いたり
していくうちに、授業の内容が分かるようになりまし

自分の考えを発表するように努力したら、授業の内容
がよく分かるようになりました。これからも、たくさ
ん発表をして、勉強をがんばっていきたいです。
二つ目は、委員会活動です。６年生になって、放送
・歌声委員会の委員長になりました。放送・歌声委員
になるのは二回目だったけど、委員長になるとちがっ
て、大変なことがたくさんありました。委員会をうま
くまとめられず、時間内に終われなかったこともあり

11 月

13 水 ＡＬＴ
14 木 運動会係会③
15 金 運動会準備
16 土 運動会

理心さんと協力して委員会を進めていくうちに、委員

18 月 敬老の日

会ではたくさんの意見が出てきて、最後にはしっかり

19 火 振替休業日

少ししかないけど、最後までがんばりたいです。

集団15:10

12 火 運動会総練習

ました。それでも、担当の小林先生や副委員長の畑村

とまとめることができました。前期の委員会は、あと

集団15:10

20 水 運動会係会④ ＡＬＴ
21 木 委員会
2３ 土 秋分の日
25 月
26 火 ＰＴＡがやがや会議
27 水 ＡＬＴ
2９ 金 社会見学
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経済学習

６年生

集団15:10

