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「伝える」 

校長  森 晶子 

 先日、PTA 運営委員会が終了した後、保護者の方が、ホー

ルにある黒板をじっと見つめていました。（写真） 

お伝えする機会が少なかったことに、嬉しそうに黒板を眺める

姿を見て気づき、反省いたしました。保護者や地域の皆様に、

学校の教育活動をより丁寧にお伝えしていかねばとあらため

て思いました。 

かつて、『見えない物を見る力』をつけさせたいと学校便り

に書きました。気づきの力を育てるために、学校は、子どもた

ちにも『伝える』ことを大切にしていきたいと考えます。 

さて、6月 9 日の運動会に向けて、21日から取組がスター

トしました。『身体を鍛える。集団で行動する力をつける。勝

敗のみにとらわれず､励まし、頑張りを認め合う。責任を持っ

て役割をやり遂げる。』等のねらいのもと活動していますが、

同時に､PTA 戸数２２の学校でこの規模の運動会が開催でき

るのは、グラウンド整備や草取り、テント設営、用具や接待係

等、たくさんの保護者や地域の皆様に支えられているからだと

いうこともしっかりと伝えていきたいと思います。 

運動会のスローガンは『太陽のように燃えろ』。とうもろこ

し栽培の今年度のめあては『愛情こめてつくろう関内でしか作

れない味～コーンで笑顔を届けよう～』となりました。笑顔あ

ふれる運動会になるよう努めて参ります。皆様のご支援ご協力

をどうぞお願いいたします。そして今年こそ晴れますよう

に・・・ 

運動会紅白メンバー紹介 

 6 月９日【土】の運動会に向けて、先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。 

 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。今年度も４回の学習を予定しています。 

水泳学習予定日 ６月２５日（月） 

 ７月 ９日（月） 

 ８月２７日（月） 

 ９月 ３日（月） 

６月行事予定 
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それは、とうもろこし栽培の話し

合いに使用した黒板でした。 

関内小学校の特色ある教育活

動の一つである「とうもろこし栽

培・販売活動」は、総合的な学習

の時間を使って、どう育てるかを

計画し、より良い栽培法を調べ、

3～6 年生の話し合いで方向性を

決定しています。そして、『畑の

アドバイザー』さんの助言を受け

て種まきから､雑草取り、収穫を

行います。販売、収益の使い方、

次年度に向けての反省などの全

てが、児童主体の取組です。 

販売当日の様子は、実際にご覧

になったり新聞等で紹介された

りしますが、前後の活動について 

日 曜

1 金

2 土

3 日

4 月

5 火

6 水

7 木

8 金

9 土

10 日

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金

16 土

17 日

18 月

19 火

20 水

21 木

22 金

23 土

24 日

25 月

26 火

27 水

28 木

29 金

30 土

陸上練習日（15：30～）

※４年生以上６時間授業日 茶道教室

ALT

4年生以下午前授業（胆へき教員研修会で5.6年は授業を公開します。）
陸上前日連絡
学校運営協議会委員研修会（18：00～19：30 市民活動センター）

市内小学生陸上
選手権大会西部P連地区事務局長会議 常置委員会 第4ブロック会議

5時間授業 参観日② 尿検査② スクールガードリーダー巡回日

ALT

プライム交流（中休み～３ｈ） 神楽練習 陸上練習日（15：30～）

ALT フッ化物洗口 水泳学習

月曜日課 ALT

種まき集会（予備） 神楽練習

西部P連理事会（会長・事務局） 第4ブロック会議

ふれあい給食（～２７日） ALT フッ化物洗口

陸上練習日（15：30～）

木曜日課会場設営（５校時）

関内小運動会 後片づけ（３～６年）
慰労反省会（１６：００頃～、福祉会館）

運動会予備日（雨天時は「体育館」で実施）

振替休業日

フッ化物洗口

種まき集会(2～４ｈ） 茶道教室

行 事

ALT フッ化物洗口 環境整備作業（13：30）

運動会総練習（１～3校時）

ALT環境整備作業（予備日） 補足練習 金曜日課

６月の帰宅時刻は 
「１８：００」です。 

ご都合のつく方は、 
ご協力お願いします。 

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 

個人情報のため割愛させていただきます。 

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


 
 

  

 

 
 
 
 
 

子どもたちの安全を守る 
～スクールガードリーダー～ 

 子供たちの登下校を見守る活動 

の一環として、伊達市ではスクー 

ルガードリーダー（SGL）と呼ば 

れる方が、下校時に通学路を見回っ 

ています。今回新たなスクールガー 

ドリーダが着任されましたので紹介 

します。富樫司郎さんです。もと警 

察官だそうです。よろしくお願いい 

たします。 

 

～保護者の皆様の見守り～  

登校時いつも見守ってくださる保護者の皆様本当にありが

とうございます。様々な事件・事故等が報道される中、地域に

よって守られている学校だと心より感じております。   

 

～避難訓練を行いました。～ 

           ５月８日に火災発生を想定した避難

訓練を行いました。消防の方からは、

真剣な取り組みについてお褒めの言

葉をいただきました。防犯訓練と同

様、自分の命は自分で守る力を養うこ

とができました。 

 

 

～防犯訓練を行いました～ 

５月１８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。警察署 

の方から「いかのおすし」について 

改めて指導をしていただきました。 

 

～青空子ども会より防犯ブザーを寄贈いただきました～ 

 青空子ども会様より防犯ブザーをいただきました。まことに

ありがとうございます。この防犯ブザーに関しては、自分のも

のが壊れていたり、なくしたりしている子に渡します。必要な

場合は担任にお伝えください。 

いじめ未然防止の取組 
～いじめアンケートを行っています～ 

 

 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。 

 子どもたちが安心して学校生活を送ることを第一に考え、いじ

めの早期発見・早期解決への取組は勿論、いじめにつながる言葉

や態度にもアンテナを高くし対応してまいります。 

 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 

地域とともにある学校 

第１回「学校運営協議会」開催 
 

関内小学校は今年度もコミュニティースクールの指定を継

続して受けております。それに伴い、平成30年度第１回学校

運営協議会が5月２２日（火）に開催されました。関内小学校

に対する教育支援活動等に関して、昨年度からの気心の知れた

メンバーということもあり、和やかな空気の中、関内小学校の

今年度の取組が協議されました。 

 

協議の内容 

  ・組織体制の確認 

  ・関内小グランドデザイン 

  ・今年度の活動内容について 

  ・体力向上プランについて 

  ・学校支援活動について 

  ・特認校児童の募集について 

  

～グラウンド整備～ 

山木会長には運動会に向けて、グラウンドの草削り（グレーダ

ー）をしていただきました。お陰様でゴールデンウィーク明けに

は子どもたちが実際に走り、記録をもとにした紅白の組み分けを

することができました。グラウンド転圧の方が天候のせいで遅れ

てしまったこともあり、整備をしていただけなかったら大変なこ

とになるところでした。心より感謝申し上げます。 
 

 

～栽培活動に関するご支援～ 

 学校農園では、清野さんに通り道の枝払いをしたり、土を耕し

たり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

や苗を植え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」（１３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 

 

～運動会に向けた靴選びの資料提供～ 

保護者様向けに靴選びについての資料を配付させていただ

きました。これは、米丸さんが作成してくださったものです。

お忙しい中、誠にありがとうございました。 

 

 これからも保護者や地域の方々には様々な場面でご支援やご協

力をいただく場面があることと思いますが、今後ともどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

  
 

 親子レクの紹介 
9月２９日（土） 午前中に親子レクを予定しております。

細かな時間などは未定ではありますが、関内パークゴルフ場

でパークゴルフを予定しております多くのご参加をお待ち

しております 

 体力向上のために 
～チャレンジタイムでの取組～ 

短距離走の練習を行いました。運動会に向けての練習である

ことは勿論のこと、本校児童の課題である走力向上についての

取組の一つです。全学年意欲的に取り組むことができています。 

 

 自転車の乗り方に注意 
自転車による事故が後を絶ちません。子供たちには加害者 

被害者にもならないための指導をしていますが、ご家庭でも再

度ご確認いただけると幸いです。 
・安全ルールを守る。（二人乗り、並進の禁止、安全確認の徹底、一時停止、

夜間時のライト点灯など） 

・「ヘルメット」の着用。 

・歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行する。 

・自転車でも事故を起こせば加害責任が問われる場合がある。 

・事故（加害・被害）があった場合、すぐに警察に知らせる。 

 ※特に被害にあった場合、その時は何でもなくても、後から怪我がわか

ることもあります。大丈夫であっても「大丈夫。」と答えるのではなく、周

りの人にも助けてもらいながら、その場ですぐに警察や保護者へ連絡して

もらうよう指導しています。 
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