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修学旅行

６年生

子ども達が大きく成長した１学期

校長 安江 ますみ
６７日間の１学期が無事に終わりました。保護者の皆様、地域の皆様には、多方面から
いろいろなご協力やご支援をいただき、本当にありがとうございました。
日々成長した各学年の１学期の様子です。
１年生：入学して、４ヶ月。学習にも落ち着いて取り組めるようになり、すっかり小学
生らしくなりました。１年生の成長が教育の力の大きさを一番物語っていると感じます。
２年生：昨年度に引き続き、仲間とやさしく助け合って楽しい学校生活を送ることができました。心の穏
やかさが日々の言動に表れ、安心して見ていられる学年です。
３年生：元気はつらつと遊んだり勉強したりしています。いつも集団でまとまり、みんなで過ごすよさを
感じられる学年です。
４年生：全校の掃除道具を点検するなど、学校をよくするために自分たちで進んで動こうとする姿が見ら
れました。高学年の仲間入りとして、視野が広がっていることを頼もしく思います。
５年生：宿泊学習を通して仲間の団結力が強まりました。学習にも生活にも真摯に取り組む姿があちらこ
ちらに見られ、外からのお客さんから、「好感がもてる。
」と誉めていただくことが何度もありました。阿木
小学校の評判を高めてくれました。
６年生：なんといっても学校の顔。一人一人が全ての場においてリーダーシップを発揮し、全校の仲間に
とって居心地がよい学校生活をつくり出してくれました。行事への準備や委員会活動等、かげひなたなく働
く姿が学校生活を支えています。
ステップ学級：２学級となり、一人一人が自分の課題に向かっていっしょうけんめい取り組むことができ
ました。
どの子も、自分の力をせいいっぱい発揮して、大きく成長した１学期でした。本日持ち返ります「子ど
ものあゆみ」を元にお子さんのよさを認め、励ましていただけたらありがたいです。
さて、明日から夏休みが始まります。日頃できないことに思いっきり取り組むチャンスです。子どもの自
主性は、興味・関心から育ちます。大人が先回りして手出ししすぎることがないように、
自分からやろうとする気持ちを大切にして、自己肯定感を育てる機会になるとよいと思
います。
さらに、ゲームやテレビ漬けの生活にならないように、機械をかまう時は約束を決め
て自分でコントロールしてほしいものです。５つの定点（起きる・寝る・朝食・昼食・
夕食の時間）を崩さず、健康で楽しい夏休みを過ごしてほしいと願います。
学校は長いお休みに入りますが、何かありましたら、学校の方へご相談ください。
２学期の始業式にまた揃って元気な子どもたちに出会えることを楽しみにしています。
１学期間、本当にありがとうございました。

全国大会出場おめでとう！ NPBガールズトーナメント2018 岐阜県選抜
本校６年生の西尾柚夏さん、西尾朋華さんの２名が、岐阜県選抜チームの一員として、ＮＰＢガールズト
ーナメント２０１８（全日本女子学童軟式野球大会 ８月８日～ 愛媛県「坊ちゃんスタ
ジアム」他）に出場します。柚夏さんは小学校３年生から、朋華さんは１年生から野球を
始め、４年生から県選抜の練習に参加、今年はチームの一員として全国大会に出場するこ
とになりました。
柚夏さんは、「ピッチャーとしてフォアボールを出さないよう、全力投球したい。」、朋華
さんは、「大きな声を出すこと、ヒットを打つこと。」を抱負として話してくれました。２
人とも力を出し切ってがんばって欲しいと思います。

《１学期のがんばったこと①》
がんばったこと・できるようになったこと

１ねん

しんばる

あいり

わたしは、１ねんせいになったら、いろいろなことができるのをとてもたのしみにしていました。だから、はな
しをよくきいて、がんばるようにしました。
できるようになったことが３つあります。
ひとつめは、じがかけるようになったことです。ともだちにもてがみが
かけるようになったのでうれしいです。
ふたつめは、たしざんやひきざんができるようになったことです。かあ
どのれんしゅうをすればするほど、はやくいえるようになってたのしいで
す。これからもっとむずかしいもんだいになってもがんばれそうです。
みっつめは、がっきゅうあそびで、みんなといっしょに、たのしくあそ
べるようになったことです。
２がっきも、もっともっとがんばって、
「できたよ」のたからものをふ
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やしたいです。

一学きがんばったこと

朝顔の種まき

１年生

２年

ようた

三やけ

ぼくが、一学きでがんばったことは、三つあります。一つ目はさんす
うです。二年生になったばかりの時は、わからなかったけれど、どんど
んれんしゅうをしたら、ひっさんとかくらいのへやなど、いろいろなこ
とがわかったから、よかったです。
二つ目は、プールです。さいしょは、もぐれなかったけれど、たくさ
んれんしゅうしたら、もぐれるようになりました。また、うけるように
もなりました。もぐったり、うかんだりすることができるようになった
ので、うれしかったです。
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算数の授業

２年生

三つ目は、じぶんべんきょうです。二年生になったばかりの時は、な
かなかできなかったけれど、たくさんとりくむと、どんどんきれいにか

ん字を書くことができるようになったので、うれしかったです。
二学きも、にが手なことにもあきらめずに、ちょうせんしていきたいです。二学きもがんばりたいです。

一学きがんばったこと

３年

吉村

尚希

ぼくが一学きにがんばったことは、二つあります。
一つ目は、かかりの仕事です。ぼくは遊びがかりになりました。遊びがかりはみんなを楽しませる仕事です。は
じめはルールせつ明がうまくできなくて、こまっていました。その時に、同じ遊びかかりの大きさんがルールせつ
明の言葉とやり方をやさしく教えてくれました。そのおかげで、ぼくはみんなにせつ明を上手にできるようになり
ました。また、朝の会で、その日どのような遊びをするか伝える
ことも、さいしょはできなかったけど、話し方を何回もくふうし
て上手に言えるようになりました。
二つ目は算数です。ぼくは算数がにが手でとくにわり算がむず
かしかったです。はじめは考え方が分からなくて、問題が全ぜん
とけませんでした。でも、九九を使って考えればよいことが分
かって、すらすらできるようになりました。まとめの問題も自分
の力でできました。
二学きもみんなと一しょにべん強をがんばりたいです。
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図工「ふんわりふわふわ」

３年生

《１学期のがんばったこと②》

平成３０年度 阿木小だより No.５の②

一学期がんばったこと

４年

丸山

拓哉

僕が一学期にがんばったことは、二つあります。一つ目は、算数の百マス計算です。一番早くなったのは、ひき
算です。一番最初にやったときは、四分二四秒でした。でも、何回もやっていくうちに、三分を切り、二分二七秒
になりました。やるたびに早くなっていったので、とてもうれしかったです。これからも、もっとやりたいです。
二つ目は、森林体験学習です。その中でも、木の間ばつをがんばりました。間ばつでは、切った方がいいと思う
木を選び、その木を切ります。一人ではできないので、グループの仲間と一本の木を切ることになりました。木を
ノコギリで切るのは切りやすいと思っていたけど、意外とかたくて
大変でした。木をとちゅうまで切って、最後はロープをまきつけて、
引っぱってたおすことも大変でした。でも、グループの仲間と協力し
て木をたおすことができたので、うれしかったです。僕たちが切った
木は、来年の宿泊学習で、まきとして使うので、とても楽しみです。
最後に、課題です。僕は一学期は、自分から積極的に動くことが
なかなかできませんでした。二学期は運動会があります。四年生は
係の仕事もあるので、言われてからではなく、自分から積極的に動き
たいです。
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一学期がんばったこと

森林体験学習
５年

４年生
伊藤

清哉

ぼくが一学期がんばったことは、宿泊学習です。
宿泊学習で、特に野外炊事をがんばりました。ぼくは、火起こしの担
当でした。火起こしは、二人いたので、担当を分けました。一人は、
まきをくべる係、もう一人は、まきが燃えやすいような大きさに切る
係でした。
ぼくは、まきを切る係で、のこぎりを使ってまきを切ったり、切っ
たものを、かまどまで持って行ったりしました。とても大変でした。
グループのみんなで協力して作ったカレーは、すごくおいしかった
です。
これからも、仲間と協力することを大事にして、学級目標に向けて
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宿泊学習

５年生

がんばっていきたいです。

一学期がんばったこと

６年

吉村

花梨

私が一学期がんばったことは二つあります。
一つ目は、委員会の仕事を頑張ったことです。私は、初めて環境・安全委員になりました。初めてだったので、
掃除相談会の自分のセリフを何度も練習しました。みんなの前では噛まずにきちんと言えたのでよかったです。
また、ゴミ捨て当番は、毎回忘れることなくできたので良かったです。クラスの中の窓係の仕事はたまに忘れてし
まうことがあったので忘れずにできるようにしたいです。
二つ目は、算数です。私は算数がとても苦手で、まったく分か
らないところもありました。でも、先生や友達に教えてもらった
り、自分で計算ドリルを繰り返しやったりするうちによく分かっ
てきました。前解けなかった問題も解けるようになってとてもう
れしかったです。
これからは、委員会の仕事は今まで通り忘れずにして、クラ
スの係の仕事も忘れずにするようにしたいです。そして、苦手
な算数でも他の苦手な教科も、間違えても何度でも解きなおし
て、それでも分からなかったら先生や友達に聞いたり、自分勉
強をたくさんしたりして、分からない問題が解けるように自分
から進んで取り組んでいけるようにがんばりたいです。
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ＮＩＥ新聞学習

６年生

一学期頑張ったこと

６年

三輪

愛依

私が一学期頑張ったことは二つあります。
一つ目は、修学旅行でのグループ行動です。私たちのグループはそれまでのグルー
プ活動で、真面目に取り組めなかったり、協力して活動できずケンカをしたりしてグ
ループ活動がうまくできませんでした。何かあるたびに謝れば許してもらえると思っ
ていたので、みんな変わらずに同じことの繰り返しでした。グループ活動がきちんと
できるように、グループのルールを決めました。そうしたら、準備も、当日も仲良く
グループ行動ができたので良かったです。

４/１2

二つ目は、一年生を迎える会です。私は、一年生の子のお世話をするのは初め

１年生のお世話

６年生

てで緊張しました。でも、しっかりできてとてもうれしかったです。
これからも最高学年として、みんなのリーダーとして、お手本となる姿を見せられるようにがんばりたいです。
一学期がんばったこと

＜８月２７日～９月３０日のおもな行事予定＞

渡邉 綾乃

私が一学期頑張ったことは、二つあります。

日

一つ目は修学旅行とその取り組みです。私はグルー

27 月 ２学期始業式 作品搬入

集団13:20(引率)

28 火 地域子ども会 校内作品展

集団13:45

プの班長に立候補しました。立候補して、決意を話す
ときはどきどきしたけれど自分の思いをきちんと言え

曜

とができました。
修学旅行前に行った「チャイム前着席キャンペーン」

内 行 事

作品展 PTA成人教育委19:30
30 木 作品搬出 ４年カワゲラウォッチング

集団13:45

31 金

集団13:45

では、初めのころはチャイム前に席につけないことが

２

日 地域防災訓練

ほとんどでした。でも、チャイム前に席につけるよう

３

月 掃除相談会

に時間を見て行動するようにしたら、だんだんチャイ

４

火 委員会 SC来校日

ム前着席ができるようになりました。これからも続け

５

水 ＡＬＴ

ていきたいです。

6

木 運動会係会① PTA広報委19:30

7

金 全校研究会６年 くらしの知恵展

8

土 中学校体育祭 くらしの知恵展

9

日 くらしの知恵展

当日は、はぐれずにグループ行動ができて、ホテル
でもルールを守って過ごすことができたので良かった
です。
二つ目は、委員会活動です。私は、放送・歌声委員
会になったのでお昼の放送をしています。最初は放送

10 月
11 火 運動会全校練習

員会で教えてもらったり、放送室にある紙を見たりし

12 水 ＡＬＴ

て少しずつできるようになりました。

13 木 運動会全校練習、係会②

く開け、姿勢を意識して歌えるようにしたいです。
二学期も、できるようになったことを続けていきた
いです。

集団15:10

一斉15:00

集団15:10

機器の使い方がよくわかりませんでした。だけど、委

歌声では、他の人のお手本になれるように口を大き

下校等

29 水 ALT 命を守る訓練(着衣泳) 校内 集団13:45

たと思うので良かったです。班長にはなれませんでし
たが、副班長としてスローガン達成のために頑張るこ

校

14 金 運動会全校練習
17 月 敬老の日 敬老会5・6年生参加
18 火 運動会全校練習
19 水 運動会総練習 ＡＬＴ
20 木 運動会係会④
21 金 運動会準備

１～３年14:15

22 土 小学校運動会
6/１５ 友禅染に挑戦 ６年生

23(日)秋分の日 24(月)振替休日 25(火)振替休業日
26 水 ＡＬＴ 運動会反省会
27 木 委員会

学校閉庁日（8/13～8/15）について

28 金 社会見学

昨年度から、市内全幼稚園、小中学校で学校閉庁日を設けています。これは、教職員が心身共に明るく元気に子ど
も達の指導にあたれる環境づくりを進める、市の教育委員会の方針によるものです。ご理解、ご協力をお願いします。
・事故等、緊急な連絡を要する場合は、教育委員会学校教育課を通じてご連絡ください。66-1111（市役所代表）
・夏休みを通して、緊急時は阿木小学校緊急携帯へご連絡ください。

090-3854-9520（小学校緊急携帯）

