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９月行事予定

関内小学校だより
Ｎｏ．５

8・９月の生活のめあて

時刻を守ることができる

平成３０年８月 27 日発行

大丈夫？
校長
森 晶子
8 月上旬に、全国研究大会参加のため佐賀県に行きました。
オフ時間にレンタサイクルで町を巡っていると、坂道でトラ
ックが止まり、運転手が近づいてきました。
～「大丈夫？」～
38℃を超える日差しの中、自転車をふらつきながら押す姿
を見て、熱中症と思ったのだそうです。
（実際は、買い物の荷
物が重すぎて､ふらついていたのですが。
）
気遣いは､相手の立場を思い、
何をすべきか考え実行するもの
だと思います。

これらは、新学習指導要領の道徳科の目標「人間としてより
良く生きる基盤となる道徳性を養う」に通じており、学校は、
全教育活動の中で、道徳的な判断力、信条、実践意欲と態度を
育てなくてはなりません。しかし、それは学校だけではなく、
家庭や地域での日常的な体験の連続と共に育っていくものだ
と思います。地域・保護者からたくさんの愛情を受けている関
内っ子には、優しさや・思いやりに感謝する心を忘れず、受け
るだけではなく自ら与えることの出来る人になって欲しい。
そのために、学校は、地域・保護者と子供への思いを共有し、
皆様の意見を参考にしながら、様々な働きかけを提案してい
きたいと思います。
「笑顔の花咲く関内小」を目指して、２学期も取組んで参り
ます。2 学期もご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。
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個人情報のため割愛させていただきます。

行事

ふれあい給食（2週間） 水泳記録会
ALT マラソンオリエンテーション（チャレンジタイム）
清掃無し 下校15：00 マラソン練習（～２７【木】）
火 フッ素洗口（中休み） 4年メルトタワー見学（8：35～
4h終了時）
夏休み作品展最終日
水
児童会活動⑧
木 ALT
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収穫は全校で行います。
午後からの販売は、３～
6 年生が担当します。
お越しの際は、お早目に
いらしてください。
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火 とうもろこし収穫・販売
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※金曜日課
とうもろこし収穫・販売（予備）
ALT
金 神楽練習 木曜日課 SGL
土 伊達神社祭典（神楽披露）
日
月 敬老の日
火 フッ素洗口
学校運営協議会（18：30～）
水 ※5時間授業
参観日③
木 ALT
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金

～「夏休み作品展」展示中～

22

土

夏休み明けの２２日から9月５日ま
で、玄関前で「夏休み作品展」を行って
います。今年も力作がそろいました。低
学年はお家の方々のアイデアやご協力を
いただきながら、高学年はこれまでの経
験を通して取り組んでみたい作品や研究
に挑戦したようです。職員室にお声かけ
いただければ期間中はいつでもご覧いた
だけます。地域・保護者のみなさん、是
非お立ち寄りください。

23

「大丈夫？」～相手を気遣う素敵な言葉です。しかも、わざわ
ざ、車から降りて・・・です。自然にこういう振る舞いができ
るのは、子供の頃から家庭や地域の様々な場面で、相手を思い
やる姿を日常的に見ていたからではないでしょうか。
・状況を的確に判断する。
・どうすべきか、自分に何が
出来るかを考える、
・相手のことを考える。
（どうすることがベストか）
・実際に行動する。
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日 父ちゃん野球大会
「市民総ぐるみ清掃・空き缶ゼロの日」②
月 振替休日
火
※４年生以上６時間授業日
水
茶道教室 フッ素洗口
木 ALT
学芸会特別日課開始
マラソン大会（中休み～３校時）
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第２回「学校運営協議会」開催

「とうもろこし販売」は９／１１に！

文化芸術による子供の育成事業（文化庁主催）

７月２４日（火）に、第２回学校運営協議会が行われま
した。今回の話し合いでは、学校の様子は勿論のこと、各
種調査結果報告や学校支援活動から働き方改革まで、幅広
く協議されました。特にいじめ調査や電子メディアに関す
る調査結果報告においては、かなり時間をいただき詳細を
お伝えすることができました。また、子供たちの安全確保
についても様々なアイディアをいただきました。
保護者の皆様には、今後も、
学校だよりや参観日の全体懇
談会等で協議会のことについ
てお伝えしていきます。
次回の第３回学校運営協議会は、
９月１８日（火）の予定です。

毎年恒例の関内小の「とうもろこし販売」を今年
は９月１１日【火】に予定しています。（荒天時は 9
月１３日【木】に延期）
収穫まではまだ少し日にちがあり、これから台風
をはじめとする天候の影響が心配されますが、最高
の状態で収穫できることを祈っているところです。
当日は、収穫を全校で、販売を３～６年生が担当し
ています。販売当日に都合のつく保護者や地域のみ
なさんはぜひお越しください。

7 月２３日（月）に文化庁主催の「文化芸術による子供
の育成事業」が開催されました。これは、いじめについて
の子供たちの体験を、劇団員が即興劇で再現しその気持ち
の理解を通していじめ未然防止につなげるものです。授業
の最後には、今後、自分たちがどのように行動すればいじ
めを防止できるかを具体的に考え、劇団員とともにそのい
じめ防止行動を演じました。

協議の内容
・いじめ調査（６月）結果について
→調査結果の詳細
→対応について
・学習支援活動（ボランティア）について
→登録の状況について
→今後の日程について
・働き方改革について
・特認校児童の募集について
→学校見学会について
→次年度入学予定児童数について
・メディア依存の注意喚起につい
→アンケート結果について
→地域、学校、PTA で取り組む内容について
・その他
→幼小中高連携について
→アスリート
先生事業について
→文化芸術子供育成
事業について
☆☆学校支援ボランティアについて☆☆
ボランティア募集後、地域の皆様からも「助け隊」の活
動「子ども 110 番」についての申し出が寄せられていま
す。ありがとうございます。引き続き募集中ですのでよろ
しくお願いいたします。

日にち
場 所
その他

9月

１１日【火】
１３：３５～１４：３５
くみあいマーケット駐車場
用意した生きび、ゆできびがなくなりし
だい終了となります。（昨年度は６００本
でした。）

新しい ALT の先生です。
伊達市に新たな ALT の先生が来られました。
アレグザンドラ先生とキャロライン先生です。お
二人とも出身はアメリカです。子どもたちと会え
るのを心待ちにしているようです。
関内小担当は主にアレグ
ザンドラ先生と引き続きマ
レイナ先生（月曜日）とな
ります。アレグザンドラ先
生は木曜日に来る予定です
ので、主に中学年が外国語
を習うこととなります。サ
ッカーが好きな活動的な先
生ということで、子供たちと
もすぐに仲良くなれることで
しょう。

アレグザン
ドラ先生

キャロライ
ン先生

この場で伝えられたいじめ
防止行動のスローガンは以下
の４つです。

「いじめる仲間に入らない」
「いじめている人に注意する」
「大人に知らせる」
「いじめられている人と一緒に遊ぶ」

２時間という長い時間でし
たが、子ども達は飽きること
なく、終始真剣に授業を受け
ることができました。授業後
の感想からも「自分は人の気
持ちがわからなかったけど、
この劇を見てすごくわかっ
た。」「助ける方法が分かった。」などと心に響いた様子
が見られました。子供たちにとってとてもよい学習だっ
たと考えます。
「いじめは絶対に許
されない。」という強い
思いを持たせ続けるため
に、今後も全教育活動を
通して、子ども達の豊か
な心を育成していきます。

