平成３０年度 鴛野小学校長だより

１号
平成30年4月9日

加納 雅子

平成30年度 鴛野小学校に、７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、校長として着任いたしました加納雅子（かのうまさこ）と申します。校長として、高田小学校
で2年間勤務し、2校目となります。 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に、今年度 ７名が仲間入りをさせていただきました。
教職員一同「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。 どうぞよろしくお願い致します。
また、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。
２、

学校教育目標

『 心豊かで

自ら学ぶ

・めざす子ども像 「 元気いっぱい
「おもいやりのある子」

たくましく活力のある子どもの育成 』
笑顔あふれる

おしのっこ

「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」
「教職員が授業改善を進め、仲間とともに向上していく活力ある学校」
「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」
「専門的知識と教養を備え、研鑽を積む教師」
「柔軟性と実践的指導力を持ち、課題に立ち向かう教師」
昨年の学校教育目標を引き継ぎ、鴛野小学校の発展に向けて、頑張りたいと思います。
この目標を達成させるために、研修を深め、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
３、

子どもたちに願うこと

（始業式でお話をしました）

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、友だち作り、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。
そこで、仲間づくりの秘訣１・２・３をこれからお話します。合言葉は「いい顔 いい声 いい心」です。
＊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。
校長先生の好きな詩に「泣いて一日、悩んで一日、怒って一日。どうせおんなじ一日なら、おもいっきり
笑って一日」とあります。笑って乗り越えられる人は一番心が強い人かもしれません。
＊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。お友だちがうれしいですよね。
みんなでいい声になれるのは、歌声です。声がそろうと心もそろいます。
心が一つになった時、とても気持ちがよいです。校舎からどのクラスからもいい声が聞こえてきたら
仲間づくりは成功している証拠です。
＊三つめ いい心の人をめざそう！
相手がうれしくなることを考えましょう。どんなことをしたら、いいかな。どんな言い方をしたらいいかな。
言われてうれしい言葉を使いましょう。してもらいたいことをしてみましょう。
それができるようになったら、仲間は確実に増えます。
けんかしてしまった後も、忘れないでくださいね。
みんなで鴛野小学校を楽しく温かい学校にしていきましょう。
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2号
平成３０年４月１７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1２日（木）に1年生４３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30年度、全校児童２６１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。全校のおにいさんやおねえさんに、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」

6年生と手をしっかりつないで
入場する1年生！どきどきわ
くわくで、全校の拍手で迎え
られました。

1年生代表のかきゆうとさん、
「先生がた、おにいさん、お
ねえさん、よろしくお願いしま
す。」大きな声で言えました。

6年生代表の倉本ゆいさん、
「わからないことは、何でも
聞いてね。仲良しの鴛野小
学校になりましょう。」

＊ 定時退勤日のお知らせ・・ご協力お願い致します

<m(__)m>

近年、学校教育に対するニーズの変化や教育現場が抱える様々な課題の複雑化・
多様化により、学校に求められる役割が拡大する中、教職員の長時間勤務の実態が
明らかとなりました。昨年度より実施している全市一斉定時退勤日について今年度か
ら第１水曜日及び第３水曜日の毎月２回に実施することになりました。定時退勤日は、
勤務時間終了後に閉庁するものとします。学校に御用のある場合は、通常業務時間
内にしていただきますよう、ご協力をお願いいたします。 １学期は、４月４日・１８
日、５月２日・１６日、６月６日・２０日、７月４日・１８日です。
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３号
平成３０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 』
＊ 楽しかったね！おみしり遠足・寒田公園へ行きました。
4月20日、すっきりとしたさわやかな青空のもと、全校で「ゲーム集会」をしました。一
つ目は、「関所破り」です。1年生は6年生とペアになって、各学年の関所でじゃんけん
をします。めでたく続けてじゃんけんに勝って、4つの関所をクリアしたらゴール！その
ほか「じゃんけん列車」や「遠足へ行こう」の歌にのせてする「人数集めゲーム」も、け
がもなく楽しくゲームができました。ここでも、聞き方上手のおしのっこでした。
その後、全校で寒田公園へ出発！一年生の手を6年生がしっかりつないで歩いてく
れました。大きなあたたかい手をつなぎ、しりとり等をして、歩く姿はとてもほほえまし
く、あらためて6年生が最高学年の顔になったなあと思いました。立派に進行をしてく
れた運営委員会のみなさん、6年生、お疲れさまでした。ありがとうございました。

運営委員会の名司会で進行！

じゃんけんポン！

ゴールしたよ！

6年生と一緒にお弁
当を食べたよ。
お天気が良かったか
ら、お友だちとたー
くさん遊べて良かっ
たです。
お兄さん、お姉さん、
よろしくね！

＊ 笑顔のこころ十ヵ条・・「笑顔の教科書」福田純子著
4月の全校集会で子どもたちに、「いい顔」の笑顔について、お話をしました。3つの
おすすめ笑顔があります。人生には、楽しいことだけでなく，つらいことや苦しいことな
ど、心が痛むことがあります。でも、そこで、苦しみをみつめたうえで「にもかかわらず
の笑顔」でいること。心が開き、成長します。また、あるがままの現実をとらえて、常に
ほほえみかけること。何事があっても、受け止める力を持った素直でさわやかな「ある
がままの笑顔」でいること。そして、がんばることが大事といわれますが、がんばるとい
いながら眉間にしわを寄せて顔を曇らせるのではなく、がんばるという行動の中でこそ
「顔晴れ笑顔」でいること。どんな心を持つと、笑顔になれるのか、十ヵ条になっていま
した。校長室横に貼っていますので、見てください。
一、「はい」「すみません」」と素直に言える笑顔のこころ あとはどんなこころかな？
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４号
平成３０年５月１１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。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。斉木会長をはじめ、役員の皆様よろしくお願い
いたします。
連休中は、親子で有意義に過ごされましたか？ 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。
ご家庭や地域の方々にも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。

学校教育目標 『 心豊かで
重点目標

達成指標

自ら学ぶ

たくましく活力のある子どもの育成 』

重点的取組

分担

取組指標

問題解決的な学習展開によ ・板書の構造化、手立てを工夫し、自分の考えを
る1時間完結型授業等の授 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

確の一
か徹時
な 底間
学に完
力よ結
のる型
育授授
成業業
力や
の学
向習
上規
と律

〇授業が楽しい、わ
かりやすいと感じる
児童８５％以上

る 縦地
豊割域
かり と
な 班連
心活携
の動 し
育、 た
成読体
書験
活活
動動
に、
よ

〇いじめのない温か
い学校づくりを行い、
学校が楽しいと感じる
児童９０％以上

学
校

〇学校図書館を活用
し、読書が好きと答え
る児童８５％以上

家
庭

・委員会活動、学級毎による、ふわふわ言葉の推
相手の気持ちを考えた言葉 奨
づかいの定着
（ふわふわの木運動を実施）
・学級・学年・縦割り班でみんなと遊ぶ。
・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。
あいさつ運動の実施
・学校図書館を活用する授業の実施
読書の推進
（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
親子でのあいさつ、会話の ・毎朝、親自らが進んであいさつを実施する。
時間の確保

地
域

・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
・読み聞かせ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、全校でチャレンジ運動を実施する。
（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

な 生家
体活庭
の習 ・
育慣地
成の域
と確と
体立連
力と携
の健 し
向や、
上か

＊

〇家で決められた時
間勉強している児
童９０％以上

学
校

補充学習の実施

・スキルタイム（週2回朝10分間）、チャレンジタイ
ム（毎日昼10分間）を実施する。
・「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

家庭学習の徹底

地
域

・年6回の学校公開日などに、積極的に参加す
学習サポーターやボランティ る。
ア活動の充実
・学年ごとの体験学習にGT等での参加をする。

・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。
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５号
平成３０年５月１７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 』
＊ 自分の命を守るために！

第1回避難（火災）訓練をしました。

5月15日に、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。
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。
今年は、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。任期は1
年、再任を妨げません。
今回は、1時間授業参観、学校教育の重点目標の説明後、気がついたことを教えていただき
ました。子どもたちの様子について、運動会の練習中にもかかわらず、しっかり話を聞いて学習
している1・２年生や３・４年生の授業中の良い姿勢やノートの取り方など、たくさんほめていただ
きました。最後に5・6年生のソーラン節の力強い表現をみていただきました。
先日の事件や事故を受けて、子どもたちを守るために、学校と地域ができることを再確認しま
した。お忙しい中、ありがとうございました。

＊ 暑い中、運動会の練習、がんばっています！
いよいよ本格的に、騎
馬を組んで戦います。

全校ダンスは、「マイムマ
ぜぜぜんぜ
イム」
仲良し班で踊ります。

みんなの代表として、全
力で練習もがんばるよ。

＊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>
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6号
平成３０年５月30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 』
＊ 春季大運動会のご協力・ご声援をありがとうございました！
晴天の願い空しく、少雨決行で始まった大運動会、一抹の不安は
あったものの、開会式で空に響いたのが、学年スローガンでした。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「ジャ
ンプ」、5年生「さすが」、そして6年生は「しんけん」。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、空の少雨を追い払ってくれたよ
うでした。
地域・保護者の皆様方のたくさんの応援があったおかげで、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『やってみよう』、３・４年生の『エイサー年中口説』、
５・６年生の『鴛小ソーラン２０１８』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。それぞれの胸に今年頑張った思い出が残ったことでしょう。
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。
温かいご声援、本当にありがとうございました。

１・２年生 表現
「やってみよう」
4色のキラキラを持って、かっ
こよく踊りました。

３・４年生 表現
「エイサー『年中口説』」
ひざを高く上げて、沖縄民謡に
のって踊りました。

＊ 名札、通学帽、ハンカチ、etc.

５・６年生 表現
「鴛小ソーラン２０１８」
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。

身に着けていますか？

運動会も終わり、疲れが取れていない児童も多そうです。身の回りをきちんと整え、登下校も
事故にあわないように、気を付けましょう！

平成３０年度 鴛野小学校長だより

７号
平成３０年６月１２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 』
＊ 体験学習始まりました！５年生 稲作体験学習「モミまき」

５月２９日

今年も、地域の衛藤正尊さんに田んぼをお借りし、稲作学習をするためのお世話をいただき、衛藤
さんとふるさと会の皆さんのご指導で、稲作体験学習が始まりました。今回は、「もみまき」です。
土を敷き詰めて、もみを土が見えなくなるくらいに撒きます。しっかりと水やりを忘れずに稲が育った
ら、次は「田植え」に挑戦です。「稲刈り、餅つき」と活動がつながるように頑張ります。よろしくご指導
お願いいたします。
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＊ つま先でダッシュ！！ 石井先生のアドバイスを聞いて、俊足になるぞ。
4・5・6年生が、大分っ子体力アップわくわく事業で、大分県地域成人病
検診センター健康推進部健康指導課にお勤めのスポーツトレーナーとし
てご活躍の石井先生に、走り方について教わりました。
まずは、ウォーミングアップ！つま先を使って、足を高く上げて歩くところ
から始まりました。目線をゴールの向こうに向けて、手を動かすのではなく、
腕を動かす。等々、先生のおっしゃるとおりに体を動かしていくと、見る見る
うちに走るフォームがよくなり、みんながスプリンターの走りに近づいていき
ました。
オリンピック選手のスポーツトレーナーとして、海外にも行かれる方なの
で、緊張気味だった子どもたちも、走り方を楽しく学ぶことができました。

＊ 「みんなちがって

みんないい」

石井 聡 先生、
ありがとうございました。

全校朝会で紹介しました。

6月の梅雨の季節に見かける「ほたる」をみると、思い出すお話がありま
す。生まれたばかりの蛍が一斉に飛び立つとき、一匹だけ飛び立てない蛍
がいました。羽がちじれて広がらないのです。みんなと違う！とべない蛍
は、一人悲しんでいました。周りのみんなもどう声をかけていいのかわかり
ません。ある日、その蛍を取りに子どもがやってきて、とべない蛍を捕まえよ
うとすると、ほかの蛍が飛んできて・・。
自分が仲間外れにされていると思っていたとべない蛍は、みんなが自分
のことを大切に思っていてくれたことに気づきます。皆さんも、自分と違うと
思った時にどんな言動をすればいいのか、考えられる人になってください。

平成３０年度 鴛野小学校長だより

８号
平成３０年６月２１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 』
＊ 「子どもは地域の宝」・・見守りありがとうございます。
先日から、鴛野小学校校区で、不審な人からじっと見られた、ついてこられた、追いかけられた、腕
をつかまれたなど、不審者事案が続出しています。そのため、先週一週間、時間に合わせて地区別
に一斉下校、職員による登校指導や下校指導をしました。地区ごとでも、朝も近くの人と一緒に登校
するなど工夫をしていただき、ありがとうございます。
地域の皆様も、子どもたちが帰る時間になると、通学路に出てきて、見守りをしていただいていると
聞き、有難く思っています。先日、夕方6時半になって、地域のパトロールに出かける青少協や補導員
の方々が、「子どもは地域の宝やからな。」と言っておられるのを聞いて、本当に温かい、地域の皆様
に支えられていると感じました。週末には、大分市教育委員会の皆様や南警察署の方も子どもたちの
下校時間に合わせて、パトロールをしてくださいました。早く安心して登下校できるようになってほしい
と思っています。
引き続き、子どもたちの安全のためにご協力よろしくお願いいたします。

＊ 「不審者対応の避難訓練」をしました。
5月18日（月）の9時55分～学校に不審者が現れた時の対処の仕方、子ど
もを安全に守るための訓練を全校でしました。
2年1組の教室に不審者が来たと想定し、すぐに隣のクラスの先生が非常
ベルを押し、緊急警報がなります。他の階のクラスは教室に待機し、先生方
は子どもたちを守る人と「さすまた」を持って不審者に立ち向かう人に分か
れます。訓練なので、今日は姿の見えない不審者ですが、地震や火事と同
じようにいつ起こるかわからないので、しっかり取り組みました。
校長より話をする際に、『安全に通学しよう』～自分で身を守る、みんなで
守る～というDVDを見ました。いかない・のらない・大声でさけぶ・す
ぐにげる・知らせるの合言葉の意味を画像でもう一度確認し、甘い言葉
にのらないで、自分の身を守るためにも通学路を通って帰るなどの約束を
しました。お家でも話し合ってください。

＜不審者が話しかける甘い言葉＞
・お菓子あげるから、一緒に行こう
・新しいおもちゃがあるよ・お金ほしい？
・かわいいね、モデルにならない？
・家まで送ろうか？
・道を教えてくれない？
・お母さんが交通事故にあって、大変だよ。

＊ 通学路は大丈夫？

・一人で遊ばない！
・登下校だけでなく遊びの時も、安全な通
学路を通る。
・人気のないところや暗いところは、避ける。

ブロック塀等の危険個所点検実施

一般にいわれているブロック塀の正式な名称は「補強コンクリート造のブロック塀」といいます。高さ
は2.2メートル以内など、いろいろな約束事があるようですが、大きな地震に耐えられるかが道行く人の
命を守ることと直結するものとなります。そこで、校内だけでなく、校外の児童の通学路も点検するよう
にしています。
もし、気になるところがありましたら学校までお知らせください。

＊ 学校の周辺の駐車は、危険がいっぱい！
校門の前は、車が行き来する道路になっています。朝、学区外及び臨時に児童を送る場合は、校
門前ではなく危険のないところでの降車をお願いしています。けがや病気等での場合は、門を入って
から、降車をさせてください。安全のため、ご協力お願いいたします。

平成３０年度 鴛野小学校長だより

９号
平成３０年７月６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 』
＊ 大きく育て！

田植えを体験しました。（５年生）

６月26日（火）午前中に５年生が『田植え体験』をしました。田んぼは、鴛野地区の衛藤さんが毎年鴛野小５年生
のために貸してくださっています。今日の田植えのために、『ふるさと会』の皆さんが、朝早くにもかかわらず、準備
万端で集まってくださいました。
まず始めに、注意事項をお聞きしてから、『田んぼ』に入りました。どんなことが起こってもいいように「汚れても大丈
夫な格好」と赤白帽で臨みました。横一列に並んで、稲を２・３本手にとって植えていきました。ひもの赤いしるしに
合わせて一定の間隔で植えるのは、とても難しかったようです。終わった後の子どもたちの顔には、たくさんの泥の
斑点が付いて、腕も足も泥んこでしたが、もっとしたいという子もいるくらい楽しく学ぶことができました。 １０月の稲
刈や、１２月の餅つき大会など、稲が育ったら、楽しいことが待っています。これから、「大きく育て！」と草取りや観察
をがんばります。
衛藤さん、ふるさと会の皆さん、これからもよろしくお願いします。

3～4本を一束に
して、植えていき
ました。

「糸の赤い玉に合わせ
て植えるんだよ。」

「どんどん田植えをす
る姿も板についてき
ました。

足が思うように動かな
い5年生でした。

「今度は、稲刈り、餅
つきだ！」

＊ みんなで楽しみました！鴛野フェスティバル
「〇〇〇をしています。楽しいので来てください！」張りきった呼び込み係の子どもたちの声が校舎に響きわたりま
した。1年生から6年生で構成されたなかよし班で、準備してきた「鴛野フェスティバル」の始まりです。
遊びは、教室や体育館を使って、思い思いの遊びができるお店屋さんができました。さかなつりやボーリング、宝
探し、輪投げ、的あて、 はてなゲーム、ぴったり時間をあてるなどの教室内でできるゲームや体育館のバスケット
ゴールやミニサッカーゴールを使ってのボールゲームなど思い思いのお店で、ルールを大人用、子ども用、幼稚園
用に分けて工夫をしていました。
地域の皆様や保護者総勢120名近くの方がいらっしゃいました。また、敷戸幼稚園や子ども園、保育園のお友だ
ちも楽しんでくれました。幼・保・小の連携のひとつの交流活動にもなりました。ご参加、ありがとうございました。
箱の中にはなにがある？

よーく狙ってね！

さて、ちょうど何グラムになった
かな？

池が波打っているよ！

注意！！学校周辺のアパートの駐車場への駐車は禁止です。また、正門の前付近のお迎えの停車の場合でも、完
全に安全を確認して、車を退出させましょう。お迎えの車とぶつかりそうになった、子どもが急に出てきてびっくりしたと、
苦情の電話をいただきました。公道ですので、安全に十分気を付け、マナーを守っての運転をお願いいたします。

平成３０年度 鴛野小学校長だより

10号
平成３０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
ご協力ありがとうございました。
４月に始まって、早４ヶ月！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、学習面や体力面でも、子どもたちは着実に成長しています。これも、
保護者の皆様や地域の皆様に御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！！

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」
１学期もあとわずか、夏休みが近づいてきました。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、養護教諭から「生活振り返りアンケート」を学期ごとにとって実態調査をし、
PTA懇談等で呼びかけていこうと子どもたちに聞いてみました。 今年度の１学期は、
〇朝ごはんを毎日食べている （食べる・・85．4% 時々食べない・・１2．7％ いつも食べない・・1．5％ ）
〇夜、何時に寝ますか？ （午後１０時までに寝る・・71．8％ 午後１０時より遅い・・28．2％）
〇朝起きたら、毎日ハミガキをしている
（磨いている・・71．5％ 時々磨かない・・2４.2％ 磨かないときが多い・・2．7％）
〇ゲームの時間は、どのくらいしますか？
（しない・・３４．２％、１時間以内・・４８．８％、１時間以上・・１６．５％）
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。
プリントにも書いていますが、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
すると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９．３％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ね。
＊ 職場体験・・・稙田東中の2年生が2日間、1・2年生の先生に密着！！
稙田東中学校の2年生が鴛野小学校に職場体験に来ました。将来小学校の先生を目指してくれるのか
な？小学校の先生の仕事に密着し、体験する学習です。遠慮がちに、先生のお話を聞いていなくてもたも
たしている子にやさしく促したり、暑い中、子どもたちと休み時間には外で元気に遊んだりしてくれていまし
た。
小学生のわがままなところやかわいいところ、指導の厳しさを持ちつつ、愛情たっぷりに育てている先生
方の仕事ぶりをしっかり見て学んでくれたこととと思います。ミニ先生、ご苦労様でした。

7月29日（日）は、『愛校作業の日』です。
早朝集合となりますが、ご理解・ご協力お願いいたします。持ち物等詳しくは、プリントをご覧ください。

平成３０年度 鴛野小学校長だより １１号
平成３０年８月６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 』

夏休みは、アンテナを広げて！
「自分をほめる心」「自分を律する心」を大切に！
夏休みは、有意義に計画的に過ごせていますか？愛校作業では、ご協力ありがとうございました。日々流れてくる７月の
西日本豪雨の被害状況や異常気象のニュース、東京オリンピックに向けて日本がどんどん変わっていく様子など、毎日の
ニュースに関心を持ってくれているといいなあと切に願っています。
１学期の終業式で、１学期の『あゆみ』を担任の先生からいただいたメッセージの中で、「ほめてもらったところは『自分をほ
める心』で、自信にしよう！」また、「頑張ろうと激励されているところは、『自分を律する心』を持とう。」と話をしました。
『自分を律する』ということは、明日を笑うために今日がんばること、なりたい自分をイメージして立てた目標を毎日確認して
自分をつくっていくことです。やろうと思い、動く人だけが理想の明日を手に入れることができます。『自分を律する』とは、自
分なりのきまりを設けて、自己管理するような意味があります。欲望に流されずにやるべきことをやったり、がまんしたりするこ
とも自分を律するという意味です。
さて、お腹が空いているからと言って暴飲暴食をしたり、だらだらとテレビを見たりしている人はいませんか？いらいらする
からと周りの人にいらいらをぶつけている人はいませんか？
『自分を律する心』は、家族と助け合うためにも友だちと仲良くするためにも、大事なことですね。
自分の成長のために、あなたはこの夏をどうすごしますか？

８月６日は、平和を願う日、考える日
原爆が落とされて７３年が過ぎようとしています。しかし、今もなお、広島・長崎の方々の傷がいえることはありません。当時
の様子、広島・長崎のそれぞれの平和公園にこめられた願いを学び、なぜ原爆が落とされたのか、今私たちができることを
考えてみましょう。（６年夏の友より）
戦争によって、どんなことが起こったのか、どんな世の中を私たちは作っていきたいのか、８月６日は「平和について考える
日」です。本日各学年・学級で、学習するために使用した本を紹介します。書店でも『平和の本を紹介しているコーナー』も
ありますので、お家でも平和について考える機会を持っていただければと思います。
＜ １年生 ＞

＜

２年生

＞

＜

３年生

＞

「伸ちゃんのさんりんしゃ」

「ひろしまのエノキ」

「ひろしまのピカ」

４歳のお誕生日のお祝いの三輪車のハンド
ルをにぎったまま亡くなった伸ちゃん。（三輪
車が、広島の原爆資料館に展示されてい
る。）

広島の原爆が落ちた日、病院の庭に立っ
ていたエノキの周りには、ぴかっと光り、
ドーンという音と共に何もかも無くなってしま
いました。「このままでは」と子どもたちが立
ち上がります。

１９４５年８月６日、広島に原子爆弾が
落ちました。みいちゃんのお母さんは、言
います。「ピカは、ひとがおとさにゃ、おち
てこん。」

＜ ４年生 ＞

「海をわたった折り鶴」

＜ ５年生 ＞

「原爆の火」

原爆症で１２歳で亡くなった貞子ちゃんの折
広島の人たちをうばった原爆の火を守り
り続けた赤い鶴が、同時多発テロのトリ
続けた山本さん、戦争はいらない「平和の
ビュートセンターに遺品として展示されている。 火」として灯されている。

＜ ６年生 ＞

「平和の願い・つなぐ・つくる」
長崎の原爆投下翌日の市内の様子の
写真（長崎市の６年生の平和に向けての
活動が紹介されている。）

夏休み中の本の貸し出しは一人3冊です。大事にしてね！
鴛野小学校みんなの本ですから、くれぐれもぬれたり破れたりしないように大事に扱ってください。持ち運びは必ず図書袋
を使用してください。万が一、紛失したり、破損した場合は、同じものを弁償していただくことになりますので、ご協力お願い
いたします。

