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～運動会に向けて～ 
 

校長 森  晶子 
 

 桜、チューリップ、ツツジと次々に咲き、目に鮮やかな緑が映

える季節となりました。新年度から約 2 ヶ月が過ぎ、優しく面

倒見のよいお兄さん、お姉さんと元気よく遊ぶ 1 年生の姿を見

て、すっかり学校生活にも慣れたようで安心しております。 

 学校は、応援合戦の声やダンスの音楽が響き、運動会に向けて

の取組が本格的になってきています。行事の取組も勉強も頑張る

関内小っ子ですが、やはり体力・気力とも消耗しているはず・・・

なのですが、中休みや昼休みの様子を見ると「若いってすばらし

い」と感心する今日この頃です。 

 高学年は、様々な場面で人間味あふれる素晴らしいリーダーシ

ップを発揮しています。少人数で、負担も大きい中でも生き生き

と活動する姿勢が、下級生へのお手本となっており、頼もしい限

りです。 

 学校行事は、大切な「学びの時間」です。本校では『①練習を

通して、体を鍛え、集団で行動する力を付ける。②協力し合い、

がんばりを認め合い、励まし合うことができるようにする。③係

の仕事や役割を最後まで責任をもってやり遂げ、成功する喜びを

味わえるようにする』というねらいをもって運動会という学校行

事に取り組んでおります。 

 「できなかったことが、努力してできるようになった！続ける

って大事だな。」「一生懸命走って、みんなに応援してもらって嬉

しかった！」「忙しくて大変だったけど、充実していた。」等の達

成感や一体感を子どもたちに味わってほしいと思います。TV や

お笑い番組で感じる楽しさとは、ひと味違う「心に残る楽しさ」

を感じてくれるよう、当日まで教職員一同も頑張ります。 

 グラウンド整備や当日のお手伝いなど、運動会の開催に向けて、

保護者の皆様、体育振興会や自治会の皆様に多大なご協力を賜り

心より感謝申し上げます。子どもたちの 

頑張りに熱い声援をどうぞよろしくお願 

いいたします。 

 当日は、天気も晴れ、けが人ゼロ、笑 

いあり、感動あり、心も晴れ晴れ、みん 

な笑顔で最後に『万歳三唱』を大きな声 

でいえる運動会になりますように！！ 

 

 

運動会紅白メンバー紹介 
 

 6 月１０日【土】の運動会に向けて、今週からさまざまな活動

や取組が始まっています。紅白の組み分けやキャプテンや副キャ

プテンも決まり、今は「旗作り」や応援合戦の練習、全校遊戯の

練習などに一生懸命に取り組んでいるところです。 

 これから運動会当日に向けて外に出て活動するため、汗をかい

たり土で汚れたりすることも増えます。ご家庭でもお子さんの健

康面・衛生面でのご支援をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

水泳学習のお知らせ 
 

 ６月に入り、運動会が終わると体育の授業では水泳学習が始ま

ります。３年前に新しくなった温水プールでの学習は、子どもた

ちにも好評で、とても楽しみにしています。 

 先日、プール使用の調整会議があり、今年も「４回」の学習を

予定しております。 

  水泳学習予定日  ６月２６日（月） 

           ７月１８日（火） 

           ８月２３日（水） 

           ８月２８日（月） 

 
    

  
 

      ６月行事予定 
 

日 曜日 行 事 予 定 

１ 木 防犯の日 

２ 金 スクールガードリーダー巡回日 

３ 土  

４ 日  

５ 月 フッ素洗口  環境整備作業（１３：３０～） 

６ 火 ＡＬＴ来校（2 校時、高学年）  児童会活動 

７ 水 
※５時間授業（会議のため） 

 運動会総練習（１～４校時） 

８ 木  

９ 金 
※木曜日課（会場準備のため） 

前日会場準備 

１０ 土 
関内小学校大運動会 

慰労反省会（１６：００頃～、福祉会館） 

１１ 日 運動会予備日（雨天時は「体育館」で実施） 

１２ 月 振替休業日 

１３ 火 フッ素洗口  ＡＬＴ来校（2校時、５・６年生） 

１４ 水 種まき集会（２～４校時）  茶道教室 

１５ 木 校外学習（リサイクルプラザ、４年生・たんぽぽ学級） 

１６ 金 種まき集会（予備日） 

１７ 土  

１８ 日  

１９ 月 フッ素洗口 

２０ 火 ＡＬＴ来校（2 校時、全校） 

２１ 水 
尿検査回収（３次） 児童会活動 茶道教室 

スクールガードリーダー巡回日 

２２ 木  

２３ 金 
プライム交流（中休み～３校時、１～４年生） 

神楽練習（１８：３０～、体育館） 

２４ 土  

２５ 日  

２６ 月 フッ素洗口  水泳学習① 

２７ 火 ＡＬＴ来校（2 校時、５・６年生） 

２８ 水 参観日②（授業公開：５校時、全体懇談会、学級懇談会） 

２９ 木  

３０ 金 神楽練習（１８：３０～、体育館） 安全点検日 
 

       ＊＊＊伊達市立関内小学校＊＊＊ 
 

住所：伊達市東関内町７８番地１ 

TEL：0142-23-2660 FAX：0142-23-3320 

メール：sekinaisho@ed.city.date.hokkaido.jp 
ＨＰ：http://www.city.date.hokkaido.jp/kyoiku/detail/00001177.html 

 

 

 

赤 組 担 当 白 組 

柳瀬  心 キャプテン 藤原  陸 

島林 生奈 副キャプテン 小西 彩巴 

小野 遥平、河内暖大 旗持ち 竹内優一郎、米丸葉奈乃 

寺澤 蒼空 旗説明 加藤  龍 

メ ン バ ー 

鈴木貫九朗 三浦 愛生 1 年生 
寒河江 凜、西田 涼晴 

森 ほの香、 

河内 碧大、齋藤 健介、 

中岡  諒、山下 貴大、 

黒田あかり、佐藤 愛琉 

2 年生 

阿部 稀杜、小寺 温敬、 

清野 恒弥、竹内 大翔 

米丸 旺佑、西田あおば 

小野 泰佑、宮城 颯太 

鈴木 杏奈 
3 年生 

阿部 綾杜、加藤  光、 

丸子ひかり 

寺澤 蒼空、山下 智大、

齋藤 弥生 
4 年生 

清野 徠翔、西田 心晴 

山木こはな 

小野 遥平、河内 暖大 

木幡 夏生、三浦 也弥、 
5 年生 

加藤  龍、竹内優一郎 

米丸葉奈乃 

島林 生奈、柳瀬  心 6 年生 藤原  陸、小西 彩巴 

６月の帰宅時刻は 
「１８：００」です。 

８：００～テント張り 

９：００～役員打ち合わせ 

９：１５～開会式 

９：４５～競技開始 

運動会のスローガン 

「勝利のバトン ～協力して思い出の日にしよう」

～」 

ご都合のつく方は、 
ご協力お願いします。 

http://www.city.date.hokkaido.jp/kyoiku/detail/00001177.html


～第１回「学校運営協議会」開催～ 
 

 伊達市は今年度より、市内の全小中学校で学校運営協議会を設

置しています。これは、「学校と地域、保護者が子どもに関する

課題や目的を共有し、力を合わせて子どもたちの成長を支援する

ことを目的としています。 

 ５月２６日に第 1回運営協議会が行われ、今年度の学校長の

経営方針について承認をいただきました。また、今後の方向性と

して、地域や保護者の皆様へ関内小支援ボランティアの呼びかけ

を行うこと等を確認いたしました。 

 まだスタートしたばかりの協議会で 

すが、これまで行ってきた地域との連 

携を強化し、より質の高い教育活動を 

推進していけるようこれから話し合い 

を進めていく予定です。 

 保護者や地域の皆様には、これから 

も様々なご支援やご協力をいただくこ 

ともあろうかと思いますが、関内小の 

子どもたちのためにご理解のほど、よ 

ろしくお願いいたします。 

 

   学校運営協議会の皆様 

    会長  横山 正範 様 

   副会長  肥吾 信吾 様 

    委員  山木 忠夫 様  矢野 勇治 様 

        板東 俊昭 様  太田  悟 様 

        齋藤 修二 様  山木 広幸 様 

                 森  晶子校長 

 

   協議の内容 

   ・学校運営協議会について（市教委より説明） 

   ・組織体制の確認 

   ・目標の共有 

   ・学校運営に関する基本方針について 

   ・学校運営協議会の活動内容・開催計画について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    協議会の様子 

～栽培活動に対してのご支援、ご協力 

ありがとうございます～ 
 

 ５月も半ばが過ぎてカッコウが鳴く時期となり、いよいよ各学

級でも生活科や理科や総合的な学習の時間等で栽培活動に取り

組む季節となりました。 

 学校農園では、１８日に再度小西さんに

土を耕していただきました。その後、早速

学級ごとに区割りをし、種を植えたり苗を

植えたりする作業を行っています。その際

保護者の皆様方からは例年のように種苗を

提供していただき、子どもたちの教育活動

を支えていただき誠にありがとうございま

した。 

 来月の運動会後の「種まき集会」（１４日予定）でも、たくさ

んの方々のご支援をいただきたいと思いますので、お時間に都合

がつくようでしたらぜひ学校農園へ来ていただければ幸いです。 

 

～いじめアンケートを行います～ 
 

 本校では、平成２６年度からいじめのない明るく楽しい学校生

活を送ることができるよう「いじめ防止基本方針」を策定してい

ます。成長途上にある子どもたちの発達の未熟さ（自己中心的な

行動、思いやりや優しさの希薄さなど）は、特に集団生活の中で

は、人とのかかわに大きな影響を及ぼすことがあります。そのた

め、程度の差こそあれ「いじめは、どの学校・どの学級でも起こ

りうる可能性があり、いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいな

い」また、「いじめは人間の基本的な人権を侵害するもの」とい

う基本認識に立ち、日々指導にあたっています。 

 こうした認識や取組の一環として、例年５～６月に１回、１０

～１１月に１回、１２月の「児童アンケート」を行っております。 

 小規模の学校のため、これまでは大きな事案になることはあり

ませんでしたが、いじめの早期発見・早期解決に向けての今年度

も継続して行っておりますので、改めてお知らせいたします。 

 ご家庭におかれましても、お子さんの様子がいつもと違う等、 

気になることがございましたらいつでもご相談下さい。 
 
  ～「いじめ防止基本方針」より～ 

 ①いじめを許さない。見過ごさない雰囲気づくりに努める。 

 ②児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活 

動を推進する。 

 ③人とのかかわり方を身に付けるた 

めの活動場面を設定する。 

 ④自分の思いや考えを安心して表現

できる支持的風土を構築する。 

 ⑤人とつながる喜びを味わう体験活

動を設定する。 

～防犯訓練を行いました～ 
 

 ５月２２日に防犯訓練を行いました。これは子どもたちが学校 

外、特に登下校や休日に戸外で過ごしているときに自分の身の安 

全を守るための方法や行動の仕方を身に付けるために行ってい 

るものです。 

 内容は、警察署の方が用意していただいたＤＶＤを見て、『い 

かのおすし』（ついていかない、のらない、おお声を出す、すぐ 

にげる、しらせる）を確認したり、実際に大きな声を出したりす 

る訓練をしました。 

 学校では改めて次の点について指導しましたので、ご家庭でも 

普段から話題にしていただきますようお願いいたします。 
 
 ①登下校時は、なるべく一人では帰らない。 

 ②外出時は、「いつ、どこで、だれと」過ごすかを必ず伝える。 

  また、暗くなるまでに家に帰る。 

 ③知らない人に声をかけられても、決してついて行かない。 

  もし、後をつけられたら防犯ブザーを鳴らす。 

 ④大きな声を出し、近くの家に助けを求める。 

 ⑤どんな理由があっても知らない人の車には乗らない。 

 ⑥市街地や塾などの習い事の帰りには、人通りの多い道を選 

  んで歩く。 

 ⑦登下校の際には、必ず防犯ブザーを持つ。（定期的な確認と 

  使い方の確認をする） 

 

～5月の関内小の様子～ 
 

 

 

 

 

                  「避難訓練」の際、  

                   地震体験車に乗車 

                   （5 月９日） 

 

 

 

 
 
 
 
光陵中学校「吹奏  
楽部」による演奏  
会（5 月 29 日）  

 


