平成３1年度 鴛野小学校長だより

１号
平成31年4月9日

加納 雅子

平成31年度 鴛野小学校に、10名の教職員が着任しました。
どうぞよろしくお願い致します！
今年度、鴛野小学校の校長２年目となりました 加納雅子 です。 昨年度は、学校のこと、地域
のことを覚えるだけで精一杯のところもあり、ドキドキしていたのを思い出します。ご協力ありがとうご
ざいました。
5月1日からは、『令和』元年になる、歴史の上でも記念すべき年です。この年を共に生きる仲間と
なる１０名の職員が仲間入りしました。素直で明るい子どもたち、愛情に溢れ、我が子の成長を楽し
んでいただいている保護者の皆様、子どもたちの健全育成を願って様々な事業を企画・実行してく
ださる地域の皆様に支えられている鴛野小学校です。全職員で頑張りたいと思います。 「子どもた
ちが行きたくなる楽しい学校」、「保護者の皆様に安心していただける学びの学校」、「地域の皆様
に愛される学校」
を目指していきます。
今年度も,学校教育活動にご理解、ご協力宜しくお願い致します。

＊ 学校教育目標
『 心豊かで

自ら学ぶ

たくましく活力のある子どもの育成 』

・めざす子ども像 「 元気いっぱい 笑顔あふれる おしのっこ 」
「おもいやりのある子」 「しんけんに考える子」
「のびのびと元気のいい子」
・めざす学校像 「 安心安全で 保護者・地域に信頼される温かい学校 」
「夢を持たせ、必要な資質・能力を伸ばしていく学校」
「地域の教育力を生かし、家庭・地域と連携を図り、ネットワークつくりを推進していく学校」
・めざす教師像 「 人間性豊かな教師 」
「使命感と愛情にあふれ、確かな人権感覚を持つ教師」
「組織の一員として協働性を発揮できる教師」
確かな学力を保障し、豊かな心育て、健やかな体作りを目指します。

＊「いい顔・いい声・いい心」の素敵な学校にしよう！
新学期を迎え、わくわくドキドキの今、一番大事にしてほしいことは、仲間づくりです。仲間ができた
ら、どんな出来事にも力を合わせてがんばれます。楽しくなります。一年間、支え合って励まし合っ
て楽しい学校生活を送ってほしいと願っています。仲間づくりの合言葉はなんでしたか？「いい顔
いい声 いい心」ですね。
＊一つめ いい顔で過ごそう！
いい顔は、笑顔です。笑顔には人を元気にする力があります。相手を元気にできるし、自分も元
気になります。にっこり笑って、笑顔で話しかけて、友だちになりましょう。口角を上げると言います。
＊二つめ いい声の人になろう！
相手に一番自分の気持ちを伝えられる言葉はあいさつです。元気なはっきりした声であいさつで
きる人になりましょう。お友だちがうれしくて、友だちになりたいなと思います。
＊三つめ いい心の人になろう！
相手がうれしくなることを考えましょう。友だちはどんなことをしたら、うれしいかな。こんな時、友だ
ちにどんな言い方をしたらいいかな。相手に気持ちを考えて、みんなで鴛野小学校を明るく元気
な、楽しく温かい学校にしていきましょう。

平成３1年度 鴛野小学校長だより

2号
平成３1年４月１８日

加納 雅子

学校教育目標 『 心豊かで 自ら学ぶ たくましく活力のある子どもの育成 』
＊

入学おめでとう！ピカピカの1年生が入学してきました。
4月11日（木）に1年生32名が入学してきました。心配していたお天気もよく、青空の元、お家の
方と手をつないで色鮮やかなお花に囲まれて、鴛野小学校の門をくぐる様子は、期待でいっぱ
いのにこにこ笑顔でした。
これから6年間、責任を持って教職員一同力を合わせてお子様の教育に頑張ります。子どもた
ちのためにも学校と家庭で強い信頼関係のもと、学校教育活動を進めてまいりますので、ご理
解とご協力をお願い致します。
平成31年度、全校児童243名でスタートです。

＊

対面式、お兄さんお姉さんよろしくお願いします！！
登校第1日目は、朝の時間に全校のお兄さんお姉さんと対面し
ました。もちろん、入学式の時と同じように、6年生と手をしっかり
つないで体育館に入場です。全校のお兄さんやお姉さんに、１列
にきちんと並んであいさつができました。
「いい顔」にこにこ笑顔で、「いい声」元気なあいさつ、「いい心」
一人のお友だちにやさしく声をかけて、たくさんの友だちと遊べる
子になろうとお話ししました。

「元気いっぱい 笑顔あふれる おしのっこ」

おむかえの言葉を二年生が大き
な声で言ってくれました。
「給食おいしいよ。」

＊

1年生代表かねだせなさん、「先
生、お兄さん、お姉さん、よろしく
お願いします。」

6年生代表の宮城ゆいさん、「わ
からないことは、何でも聞いてね。
仲良くしましょう。」

図書館の本を大事にしてね！図書館支援員の須田先生より
「図書館にんじゃとの約束！」
・本を大事に扱う。らくがきをしない。
やぶらない。
・お菓子を食べたり、飲みながら読
まない。ぬれたり汚れたりするよ。
・図書袋に入れて，もち歩く。
ぬれたものを入れません。

3年生がしっかり聞いています。

平成３1年度 鴛野小学校長だより

３号
平成３1年４月24日

加納 雅子

学校教育目標 『 心豊かで 自ら学ぶ たくましく活力のある子どもの育成 』
＊

お見知り遠足・・・「ゲーム集会」全校で遊んだよ！
１年生にとって、鴛野小学校で行く初めての遠足です。とても気持ちの良い青空のもと、６年生の
ペアと手をつないで、一日楽しく過ごしました。
まず初めに、運営委員会が主催する「ゲーム集会」です。一つ目の遊びは「関所やぶり」、学年
全員が横１列になって、ほかの学年の列の一人とじゃんけんをします。勝ったら次の列に進みます
が、負けたら、１つ前の学年の列に戻ってじゃんけんをします。１・６年生ペアは、２・３・４・５年生の
列の人とのじゃんけんに勝ち続けたらゴールです。２つ目は、「じゃんけん列車」、１年生が長い列
の先頭の列もありました。３つ目は、「集まれ！鴛野っ子」の人数集めゲームです。運営委員が「集
まれ！」というと、全校で「鴛野っ子！」と言い、太鼓の音の数だけ集まります。最後の１３個の太鼓
が鳴った時、人数が集まらないチームに傍で応援していた先生方が集まり、全員が座ることができ
て、全校で拍手をしました。とても心が温まる風景でした。鴛野っ子の『鴛野小学校の温かさ』を感
じました。

お弁当おいしかったよ！・・・寒田公園にて
＊ゲーム集会からお見知り遠足、一
斉下校のお世話まで、６年生は大活
躍でした。「６年生、やさしい！」とい
う声がたくさん耳に入ってきました。
これからも、１年生のこと、お願いし
ますね。

＊ 水筒・タオル・体操服を忘れずに！「運動会の練習、頑張るぞ！」
今年は６月１日に春季大運動会が行われる予定です。春の温かい風を感じる間もなく、猛暑の
心配も出てきました。熱中症で脱水症状になる前に、水分補給が大事になってきます。体育の時
間はもちろん、休み時間等に水を飲む習慣をつけましょう。学校の水道は飲料水として安全です
が、お手紙にも書いている通り、水筒をもってきてよい期間を４月２３日から持久走大会終了を目
安にしています。必ず中身は毎日入れ替えて持たせてください。

＊ 家庭訪問、お邪魔しております。
お忙しい中、時間を取っていただきありがとうございます。住んでいる地区や通学路、放課後の
交友関係等、家庭を訪問してお子様の家庭での様子や体調についてお聞きするのが目的となっ
ております。限られた時間ですが、担任と確認しておきたいこと等がありましたら、遠慮なくお聞き
ください。

令和元年度 鴛野小学校長だより

４号
令和元年 ５月９日

＜

学校経営の重点目標のお知らせ と 達成に向けてのお願い

加納 雅子

＞

5月に入り、温かな風と共につつじの花も咲き、私たちの目を楽しませてくれています。８日のPTA総会で
は、たくさんの授業参観及び総会へのご出席ありがとうございました。斉木PTA会長をはじめ、各部役員、会
員の皆様、よろしくお願いいたします。
今年の鴛野小学校の重点目標を以下のように設定しました。全職員で、学校教育目標「心豊かで 自ら学
ぶ たくましく活力のある子どもの育成」を達成していくために取り組んでいきます。
ご家庭や地域の皆様にもご理解いただき、ご協力いただきたい項目もあります。
ご協力よろしくお願いいたします。
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問題解決的な学習展開によ ・板書の構造とノートに一体化、手立ての工夫、自
る1時間完結型授業等の授 分の考えを持たせ、深め合う場を設定する。
業力の向上を図る。
・学習規律等ルールを守る態度の定着を図る。
補充学習の実施

〇家で決められた時
間勉強している児
童９０％以上

取組指標

・スキルタイム（週2回朝２0分間）、チャレンジタイ
ム（毎日昼10分間）を実施する。
・「おしのっ子家庭学習の手引き」を活用し、学習
時間（学年×10分＋10分）の徹底する。
『家庭学習の鉄人になろう！』

家
庭

家庭学習の徹底

地
域

・年6回の学校公開日等に、積極的に参加する。
学習サポーターやボランティ ・学年ごとの体験学習にGT等での参加をする。
ア活動の充実
・委員会活動、学級による、ふわふわ言葉の推奨
相手の気持ちを考えた言葉 （ふわふわの木運動を実施）
づかいの定着
・学級・学年・縦割り班での活動の推進。

地
域

・毎週の委員会活動等を中心に、年間を通して、
元気なあいさつ運動を実施する。
・学校図書館を活用する授業の実施
（読書の木運動を実施）
・家庭での読書活動の定着
家庭での読書を奨励
・毎朝、親自らが進んであいさつを実施する。
親子でのあいさつ、会話の ・読み聞かせボランティアとして第２～４木曜日に
時間の確保
読み聞かせを実施する。
・登下校時に、子どもたちに「おはよう」「おかえり」
あいさつ運動及び登下校時 などの声かけを実施する。
の見守り活動
・毎水曜日のセーフティボランティアの実施。

〇晴れた日は、運動
や外遊びをする児童
９０％以上

学
校

運動の日常化
健康増進の取組

・毎日、外遊びを委員会や学級で呼びかける。
・季節ごとに、全校で体力づくり運動を実施する。
（体力の木運動の実施）

〇体力名人の達成に
向けて、進んで体力
づくりに取り組む児童
90％以上

家
庭

基本的生活習慣づくり

・体力づくり運動等を家庭でも積極的に取り組ま
せる。
・早寝、早起きの習慣化、朝食の摂取率アップ。

〇健康を考え、早寝、
早起き、朝ごはんがで
きていると答える児童
８５％以上

地
域

あいさつ運動の実施
読書の推進

・運動会、持久走、なわとび等の学校行事に積極
的に参加（応援）する。
学校の体育的行事への積極 ・夏休みのラジオ体操などに参加し、児童とともに
的な参加
体づくりをする。

運動会の練習をがんばっています。

青空のもと、運動会の練習を毎日頑張っています。日差しも強くなりましたので、赤白帽
タオル・水筒等の持ち物の確認と毎朝の健康チェックを忘れずにお願いいたします。

令和元年度 鴛野小学校長だより

５号
令和元年 ５月２９日

加納 雅子

学校教育目標 『 心豊かで 自ら学ぶ たくましく活力のある子どもの育成 』
＊ いのち

てんでんこ！

第1回避難（火災）訓練

5月10日８時４８分、宮崎県南部で震度５弱の地震、大分市でも震度３でした。廊下の絵の額縁が
カタカタと揺れ、校舎の１階では、かなり揺れを感じました。
給食室から出火し火が燃え広がったと想定し、あわてずに決まりに従って安全に避難する訓練をし
ました。緊急放送のあと、子どもたちは赤白帽をかぶり、ハンカチで口と鼻を押さえて移動します。
それぞれの場所から3分40秒で全員が揃いました。
おさない
・・・各組2列で、列を乱さない。
はしらない ・・校内は歩き、外はかけ足で移動。
しゃべらない・・放送や教職員の指示をよく聞き、黙って避難する。
もどらない ・・危険なのでもどらない。
「おはしも」の安全に避難するための約束を確認しました。
災害はいつ起こるかわかりません。忘れたころにやってくるとも言われます。いざというときに、み
んなで大切な命を守れるように、日ごろから心がけましょう。

＊ 第1回学校評議員会を開催しました。

今年もよろしくお願いいたします。

学校評議員会は、校長が地域に開かれた特色ある学校づくりを推進するために、学校評議員の
皆さんが一堂に会し、①学校運営及び教育活動に関することや②学校と家庭及び地域社会との連
携に関すること等について、ご意見をお伺いする会です。開催は、年3回以内とされています。
今年も昨年に引き続き、吉田元子様、安部 工様、谷岡広文様、植木康司様、松場繁昌様の5名
の皆様にお引き受けいただいております。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
１時間の参観授業は、１年生は国語、２年生は算数、３・４年生は表現「世界はあなたに笑いかけ
てる」５・６年生は、騎馬戦の練習風景を見ていただきました。暑くなりますが、集中した様子をほめ
ていただきました。

＊ 暑い中、運動会の練習、がんばっています！

全校ダンスは、「マイムマイ
ぜぜぜんぜ
ム」仲良し班で踊ります。
午前の部の最後の種目です。

みんなの代表として、全力で応援をリードしています。
白組団長 原田 高虎（はらだたかとら）さん、赤組団長 仲嶋 大喜（なか
しまひろき）さんです。応援団がみんなを態度と声で引っ張ってくれていま
す。

＊熱中症に気を付けながら、指導しています。家でも睡眠を充分とってください！<m(__)m>
当日は、お天気を祈るばかりですが、地区の連絡網で変更等のお知らせをするようになっています。安全・安心メー
ルでもお知らせします。ご家族で、たくさんの応援をよろしくお願いします。

令和元年度 鴛野小学校長だより

６号
令和元年６月１０日

加納 雅子

学校教育目標 『 心豊かで 自ら学ぶ たくましく活力のある子どもの育成 』
＊ 第41回春季大運動会に、ご声援をありがとうございました！
晴天の中、令和元年の春季大運動会、さわやかな風の中、開会式で元気に空に響いたのが、学年スローガン
です。1年生は「なかよし」、2年生は「にこにこ」、3年生は「つなぐ」、4年生は「チャレンジ」、5年生は「トライ」、そ
して6年生は「大樹」。代表の児童の後に続く大きな声と振り上げた握りこぶしが、とても力強かったです。
地域・保護者の皆様方のたくさんの応援のおかげで、子どもたちも頑張れたと思います。ありがとうございまし
た。また、前日まで準備をしてくださった執行部の皆様をはじめ、朝早くから駐車場や会場のパトロール及び清
掃等をしていただいた各部役員・おやじ倶楽部の皆様、子どもたちのためにお忙しい中動いていただきありがと
うございました。

子どもたちもこれまで一生懸命練習した成果を披露することができました。 １・２年生の『パプリカ』、３・４年
生の『世界はみんなに笑いかけてる』、５・６年生の『令和元年鴛野小ソーラン』は、いかがでしたか？
２つの学年が息の揃った動きで、どの姿も「いい顔・いい声・いい心」のおしのっ子でした。
全校児童による「応援合戦」の応援も、赤白引けをとらぬ出来栄えで、応援団もしっかりと高学年らしくみん
なをリードし引っ張ってくれました。赤組、白組の気合の入った「エイエイオー！」の大きな声が大空に響き渡
りました。精一杯力をだして頑張った子どもたちを大いに褒めてあげて下さい。
１・２年生 団体
「玉いっぱいになあれ」
かわいい玉入れダンスの後、赤白接
戦でした！

３・４年生 表現
「世界はみんなに笑いかけてる」
色とりどりのバンダナをまとい、ポーズが
決まっていました。

紅白リレー
皆の代表で頑張りました。

1年ぶりのPTA競技！晴れてよかった。
楽しくできました。

５・６年生 表現
「令和元年鴛野小ソーラン」
颯爽と黒はっぴに赤い帯、腰を低く力強く
「どっこいしょ」の掛け声が空に響きました。

盛り上がった騎馬戦！

＊5・6年生プールそうじありがとう！水泳、体力テストもがんばるよ！

令和元年度 鴛野小学校長だより

７号
令和元年 ６月２6日

加納 雅子

学校教育目標 『 心豊かで 自ら学ぶ たくましく活力のある子どもの育成 』
梅雨入りが遅い間に、全学年がお天気の中でプール開きができました。もう少しで、７月になります。
暑い中ですが、１学期の学習もこれからしっかりと取り組んでいきます。
小学校の学習は、義務教育です。しっかりと基礎・基本の力をつけて、中学校へ送り出すためにも学
校でしっかり学び、家庭学習の充実が大切になってきます。学校と家庭で、子どもたちが社会に出て
困らないように、「生きる力」をつけていけるように、ご協力お願いいたします。

＊ 生活科や総合、理科での体験活動、 作物を育てています！
４年生 つるれいし植え
理科の学習で、つるれいしの成
長を観察します。緑色の実が熟
れると、どんな変化が待っている
のかな。

１年生 さつまいも植え
学年園に小さなさつまいも畑が
できました。先生方が、畝を作っ
て、大事に植えました。

５年生 バケツ稲
昨年まで田んぼでの稲の栽培
が、今年はバケツで自分の稲の
成長を観察することになりました。
うまく実りますように。

＊ 校区まちづくり協議会の皆様、ありがとうございます！大きな畑ができました。
鴛野校区のまちづくり協議会の皆様のおかげで、鴛野小学校のビオトープ跡地が大きな立派な
畑に生まれ変わりました。まず、寒倉さんと後藤さんが草取りや木の伐採を、寒倉さんが重機で土を
起こし、木を移植してくださいました。そのあと、写真の山岸さん，甲斐さん、寒倉さんの皆さんで畝
を作っていただきました。
そこに、大分市からいただいたひまわりの苗を環境委員の児童が植え、山側に向けて１・２年生が
さつまいもの苗２７０本を植えました。これから、いのししに食べられないように用心しなくてはなりま
せんが、美味しいお芋の収穫が楽しみです。

＊ 不審者に注意！避難訓練をしました。
６月１９日に、不審者が学校に近づいてきたときの「不審者対応避難訓練」を全校でしました。昨
年に引き続き２年目ですが、今年は、絵本「とにかくさけんでにげるんだ」というお話を読み聞かせし
ました。自分一人の時に不審な人と出会ったときは『いかのおすし』ですね。
お知らせを瞬時にできる「安心・安全メール」に登録お願いいたします。

令和元年度 鴛野小学校長だより

８号
令和元年７月１９日

加納 雅子

学校教育目標 『 心豊かで 自ら学ぶ たくましく活力のある子どもの育成 』

1学期の学校教育活動に
ご理解・ご協力ありがとうございました。
令和元年！かわいい１年生が入学して皆で頑張った「春季大運動会」をはじめ、様々な学校行事や学年
での活動を通して、学力面や体力面でも、子どもたちはすくすく成長しています。これも、保護者の皆様や
地域の皆様にご協力いただいたおかげです。あらためて、感謝申し上げます。
さて、３７日間にも及ぶ長い夏休みが始まります。この間は、特にお家の方々や地域住民の方々と接す
る機会が増えます。健康で安全に過ごすため、ご家庭で生活時間や遊び、手伝いや外出時のルール、交
通安全のための約束等、しっかり話し合ってから、お休みをスタートさせてください。（詳しくは「夏休みのし
おり」参照）良い夏休みを！！8月26日の2学期の始業式を、全員で元気な顔で迎えられるよう願っていま
す。

暑さに負けずに『規則正しい生活習慣」を！
「早寝・早起き・朝ごはん」
梅雨明けと同時に、夏休みがやってきました。学校があってもなくても、大事なのが「日頃の生活習慣」で
す。大分市でも学校でも『早寝 早起き 朝ごはん』と毎日呼びかけていますが、「寝坊をして朝ごはん
を食べずに来てしまった」。という子や、「暑くて食べたくなかったから」と朝食を食べずに学校にくる子もゼ
ロではありません。そこで、養護教諭より「生活振り返りアンケート」として、6月に実態調査をしました、PTA
懇談等でも話題になったと思います。
今年度の１学期は、
〇朝ごはんを毎日食べている （食べる・・８４．１% 時々食べない・・１４．６％ いつも食べない・・1．３％
）
〇夜、何時に寝ますか？
（午後１０時までに寝る・・7２％ 午後１０時より遅い・・28％）
〇朝起きたら、毎日ハミガキをしている
（磨いている・・８１．６％ 時々磨かない・・１５．５％ 磨かないときが多い・・2．９％）
〇ゲームの時間は、どのくらいしますか？
（しない・・２５．５％、１時間以内・・４３．５％、１時間以上・・３１％）
という結果でした。詳しくは、保健室からのプリントをご覧ください。
朝ごはんは、体温を上げ、脳や体を働かせるための大切な役割があります。食べてきていても、４時間目
になるとおなかがすいて機嫌が悪くなる子どももいます(笑）。ぜひ、食べる癖をつけさせてください。
また、気分転換に、ゲームをしているのならば、さっとやめて切り替えができると思いますが、１時間以上
もしている子は、他がおろそかになっていないのか心配になります。また、寝る時間が午後１１時より遅いと
答えた子が７．７％もいました。睡眠時間は、成長のためにしっかりとらなければなりません。

夏休みは、規則正しい生活をおくり、元気に健康に過ごしてください。
＊ 体幹トレーニングしてみませんか？
この写真は、わかくさ・たんぽぽのトレーニングの様子です。
敷島先生の優しい掛け声に合わせて、マットにうえで自分の体を支えてい
ます。先日、教職員の校内研修でも、体幹を鍛える大切さを学びました。
特に子どもたちの姿勢や集中力に直結しています。
お風呂上りや寝る前に、家族で体幹トレーニングしてみませんか？
健康的に夏休みを過ごしましょう。

＊ ８月１８日（日）は、『愛校作業の日』です。
早朝6時50分集合となりますが、ご理解・ご協力お願いいたします。
持ち物等詳しくは、PTA等でお配りしたプリントをご覧ください。よろしくお願いいたします。

