
「「「「輝輝輝輝きをきをきをきを未来未来未来未来にににに！」！」！」！」 ・自ら学ぶ子 ・最後までやりぬく子 ・思いやりのある子 ・体をきたえる子

◎生活目標 「運動や遊びを工夫しよう」

☆学習目標 「文字をていねいに書こう」

□保健目標 「夏を健康に過ごそう」

◇給食指導 「衛生に気をつけよう」

自分に挑戦，記録に挑戦!～村陸上記録会（７／１２）

今年今年今年今年のののの村陸上記録会村陸上記録会村陸上記録会村陸上記録会はよいはよいはよいはよい天気天気天気天気にににに恵恵恵恵まれたまれたまれたまれた中中中中，，，，行行行行われわれわれわれ

ましたましたましたました。ＰＴＡ。ＰＴＡ。ＰＴＡ。ＰＴＡ保体部保体部保体部保体部のののの保護者保護者保護者保護者のののの皆様皆様皆様皆様におにおにおにお手伝手伝手伝手伝いいただいいただいいただいいただ

きありがとうございましたきありがとうございましたきありがとうございましたきありがとうございました。。。。

大勢大勢大勢大勢のののの保護者保護者保護者保護者のののの方方方方々々々々のののの声援声援声援声援をををを受受受受けながけながけながけなが

らららら，，，，みんなみんなみんなみんな一生一生一生一生けんめいけんめいけんめいけんめい種目種目種目種目にににに取取取取りりりり組組組組んでんでんでんで

いましたいましたいましたいました。。。。今年今年今年今年はははは新記録新記録新記録新記録はははは生生生生まれませんでまれませんでまれませんでまれませんで

したがしたがしたがしたが，，，，多多多多くのくのくのくの子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが新新新新しいしいしいしい種目種目種目種目にににに

チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジしてしてしてして，，，，自分自分自分自分のののの記録記録記録記録をををを伸伸伸伸ばしていばしていばしていばしてい

ましたましたましたました。。。。各種目各種目各種目各種目のののの入賞者入賞者入賞者入賞者についてはについてはについてはについては，，，，別掲別掲別掲別掲

しておりますのでしておりますのでしておりますのでしておりますので，，，，ごごごご覧下覧下覧下覧下さいさいさいさい。。。。

イルカめざして！泳ごう！～水泳学習（７／１７～）

暑暑暑暑いいいい夏夏夏夏がやってがやってがやってがやって来来来来てててて，，，，子子子子どもたちにとってどもたちにとってどもたちにとってどもたちにとって，，，，待待待待ちちちち

遠遠遠遠しかったしかったしかったしかったプールプールプールプールががががオープンオープンオープンオープンしましたしましたしましたしました。。。。今年今年今年今年はははは，，，，ププププ

ールールールールのののの改修工事改修工事改修工事改修工事がががが行行行行われたおかげでわれたおかげでわれたおかげでわれたおかげで，，，，これまでにこれまでにこれまでにこれまでに比比比比

べべべべ水温水温水温水温がががが高高高高くくくく，，，，みんなみんなみんなみんな気持気持気持気持ちよくちよくちよくちよく泳泳泳泳いだりいだりいだりいだり、、、、遊遊遊遊んだんだんだんだ

りしていますりしていますりしていますりしています。。。。

水泳学習水泳学習水泳学習水泳学習もももも１７１７１７１７日日日日からからからから始始始始まりましたがまりましたがまりましたがまりましたが、、、、みんなみんなみんなみんな「「「「とととと

とてもとてもとてもとても楽楽楽楽しかったしかったしかったしかった！！！！」」」」「「「「気持気持気持気持ちよかったちよかったちよかったちよかった！」！」！」！」とととと口口口口々々々々

にににに感想感想感想感想をををを話話話話していましたしていましたしていましたしていました。。。。

夏休夏休夏休夏休みのみのみのみの間間間間もたくさんもたくさんもたくさんもたくさん泳泳泳泳ぐとぐとぐとぐと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、安全安全安全安全にににに

気気気気をつけてをつけてをつけてをつけて，，，，学習学習学習学習のののの目標目標目標目標であるであるであるであるイルカイルカイルカイルカをめざしてをめざしてをめざしてをめざして欲欲欲欲

しいとしいとしいとしいと思思思思いますいますいますいます。。。。

日本の伝統と文化に触れる一時～６年生体験学習「茶道と生け花」（７／１７）

６６６６年生年生年生年生ではではではでは歴史歴史歴史歴史についてについてについてについて学習学習学習学習しますしますしますします。。。。そのそのそのその

中中中中でででで，，，，７００７００７００７００年近年近年近年近くくくく前前前前のののの室町時代室町時代室町時代室町時代にににに現代現代現代現代にににに伝伝伝伝

わるわるわるわる多多多多くのくのくのくの日本文化日本文化日本文化日本文化がががが生生生生まれたことをまれたことをまれたことをまれたことを学学学学びまびまびまびま

したしたしたした。。。。

そしてそしてそしてそして今回今回今回今回，，，，富貴寺富貴寺富貴寺富貴寺のののの安野安野安野安野さんのごさんのごさんのごさんのご協力協力協力協力をををを

いただきいただきいただきいただき，，，，「「「「おおおお茶茶茶茶」」」」やややや「「「「生生生生けけけけ花花花花」」」」「「「「琴琴琴琴」」」」などのなどのなどのなどの

体験体験体験体験をさせていただきましたをさせていただきましたをさせていただきましたをさせていただきました。。。。

富貴寺富貴寺富貴寺富貴寺をををを訪訪訪訪れたれたれたれた子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは，，，，写真写真写真写真のとおのとおのとおのとお

りきちんとりきちんとりきちんとりきちんと正座正座正座正座しておしておしておしてお茶茶茶茶とおとおとおとお菓子菓子菓子菓子をいただきをいただきをいただきをいただき，，，，

安野安野安野安野さんのおさんのおさんのおさんのお話話話話をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと聞聞聞聞いていましたいていましたいていましたいていました。。。。

 
７月３日～４日 函館方面へ

６６６６年生年生年生年生１３１３１３１３人人人人がががが，，，，７７７７月月月月３３３３日日日日～～～～４４４４日日日日のののの１１１１泊泊泊泊２２２２日日日日でででで函館函館函館函館にににに修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行にににに行行行行きましたきましたきましたきました。。。。自主研修自主研修自主研修自主研修をはをはをはをは

じめとしてじめとしてじめとしてじめとして，，，，いろいろなところをいろいろなところをいろいろなところをいろいろなところを自分自分自分自分のののの足足足足でででで歩歩歩歩きききき，，，，見見見見てててて、、、、聞聞聞聞いていていていて、、、、食食食食べてとべてとべてとべてと函館函館函館函館のののの旅行旅行旅行旅行をををを十分十分十分十分

楽楽楽楽しむことができましたしむことができましたしむことができましたしむことができました。。。。多多多多くのことをくのことをくのことをくのことを学学学学んだんだんだんだ子子子子どもたちはどもたちはどもたちはどもたちは，，，，一回一回一回一回りりりり逞逞逞逞しくなったようにしくなったようにしくなったようにしくなったように見見見見ええええ

ましたましたましたました。。。。このこのこのこの学習学習学習学習のののの成果成果成果成果をををを今後今後今後今後いろいろないろいろないろいろないろいろな場面場面場面場面でででで発揮発揮発揮発揮してほしいとしてほしいとしてほしいとしてほしいと願願願願っていますっていますっていますっています。。。。
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このたびこのたびこのたびこのたび小学校小学校小学校小学校ののののホームページホームページホームページホームページをををを開設開設開設開設いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。本校本校本校本校ではではではではユネスコスクールユネスコスクールユネスコスクールユネスコスクールとしてのとしてのとしてのとしての活活活活

動動動動ををををホームページホームページホームページホームページをををを活用活用活用活用してしてしてして，，，，世界世界世界世界のののの多多多多くのくのくのくの学校学校学校学校とととと交流交流交流交流をををを進進進進めていきたいとめていきたいとめていきたいとめていきたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。。。。

パソコンパソコンパソコンパソコン等等等等おおおお持持持持ちのちのちのちの方方方方はははは，，，，ぜひごぜひごぜひごぜひご覧下覧下覧下覧下さいさいさいさい。。。。

＜＜＜＜ホームページホームページホームページホームページ作成作成作成作成のねらいのねらいのねらいのねらい＞＞＞＞

①①①①留寿都小学校留寿都小学校留寿都小学校留寿都小学校のののの教育活動教育活動教育活動教育活動をををを公開公開公開公開しししし，，，，家庭家庭家庭家庭，，，，地域地域地域地域とととと学校学校学校学校をををを結結結結ぶぶぶぶ役割役割役割役割をををを果果果果たすたすたすたす。。。。

②②②②ユネスコスクールユネスコスクールユネスコスクールユネスコスクールののののネットワークネットワークネットワークネットワークにににに参加参加参加参加しししし，，，，多多多多くのくのくのくの学校学校学校学校とのとのとのとの様様様様々々々々なななな交流交流交流交流をををを通通通通してしてしてして広広広広いいいい

もののもののもののものの見方見方見方見方やややや考考考考ええええ方方方方をををを学学学学ぶぶぶぶ。。。。

③③③③ホームページホームページホームページホームページややややインターネットインターネットインターネットインターネットをををを活用活用活用活用してしてしてして，，，，情報活用能力情報活用能力情報活用能力情報活用能力((((調調調調べるべるべるべる，，，，まとめるまとめるまとめるまとめる，，，，発信発信発信発信するするするする))))

をををを身身身身につけるにつけるにつけるにつける。。。。

ＵＲＬＵＲＬＵＲＬＵＲＬ http://www10.rusutsu-c.ed.jp/

※※※※ 児童児童児童児童のののの個人情報及個人情報及個人情報及個人情報及びびびび個人個人個人個人がががが特定特定特定特定されるされるされるされる写真等写真等写真等写真等はははは掲載掲載掲載掲載いたしませんいたしませんいたしませんいたしません。。。。

いじめをいじめをいじめをいじめを考考考考えるえるえるえる

校長 鈴木 裕校長 鈴木 裕校長 鈴木 裕校長 鈴木 裕

本州本州本州本州ではではではでは連日連日連日連日、、、、うだるようなうだるようなうだるようなうだるような暑暑暑暑さがさがさがさが続続続続いていますがいていますがいていますがいていますが、、、、留寿都留寿都留寿都留寿都ではではではでは、、、、日中日中日中日中はははは暑暑暑暑いのですいのですいのですいのです

がががが、、、、日没日没日没日没とともにとともにとともにとともに気温気温気温気温がががが下下下下がりがりがりがり、、、、過過過過ごしやすいごしやすいごしやすいごしやすい夏夏夏夏をををを迎迎迎迎えておりますえておりますえておりますえております。。。。今日今日今日今日のののの終業式終業式終業式終業式でででで、、、、

1 学期学期学期学期のののの教育活動教育活動教育活動教育活動をすべてをすべてをすべてをすべて終了終了終了終了することができましたすることができましたすることができましたすることができました。。。。保護者保護者保護者保護者のののの皆様皆様皆様皆様におかれましてはにおかれましてはにおかれましてはにおかれましては、、、、

運動会運動会運動会運動会をはじめをはじめをはじめをはじめ陸上記録会陸上記録会陸上記録会陸上記録会などいろいろななどいろいろななどいろいろななどいろいろな面面面面でごでごでごでご協力協力協力協力いただきましていただきましていただきましていただきまして誠誠誠誠にありがとうごにありがとうごにありがとうごにありがとうご

ざいますざいますざいますざいます。。。。このこのこのこの場場場場をおをおをおをお借借借借りしりしりしりし厚厚厚厚くおくおくおくお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。

さてさてさてさて、、、、表題表題表題表題ですがですがですがですが、、、、昨年昨年昨年昨年はははは大津大津大津大津のののの中学校中学校中学校中学校のいじめのいじめのいじめのいじめ問題問題問題問題がががが大大大大きくきくきくきく取取取取りりりり上上上上げられましたげられましたげられましたげられました。。。。

そのそのそのその反省反省反省反省からからからから、、、、学校学校学校学校ではではではでは、、、、児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒のののの心心心心にににに寄寄寄寄りりりり添添添添いながらいながらいながらいながら、、、、いじめをいじめをいじめをいじめを作作作作らないらないらないらない取取取取りりりり組組組組みみみみ

をををを進進進進めてきましたがめてきましたがめてきましたがめてきましたが、、、、今度今度今度今度はははは名古屋名古屋名古屋名古屋でででで中学中学中学中学 2 年男子生徒年男子生徒年男子生徒年男子生徒がいじめをがいじめをがいじめをがいじめを苦苦苦苦にににに自殺自殺自殺自殺したというしたというしたというしたという

報道報道報道報道がありましたがありましたがありましたがありました。。。。言言言言うまでもなくうまでもなくうまでもなくうまでもなく、、、、いじめはいじめはいじめはいじめは「「「「悪悪悪悪いこといこといこといこと」」」」でありでありでありであり、、、、してはいけないこしてはいけないこしてはいけないこしてはいけないこ

とですがとですがとですがとですが、、、、どうしてなくならないのでしょうかどうしてなくならないのでしょうかどうしてなくならないのでしょうかどうしてなくならないのでしょうか。。。。

元元元元プロボクサープロボクサープロボクサープロボクサーのののの内藤大助内藤大助内藤大助内藤大助さんがさんがさんがさんが、、、、中学生中学生中学生中学生のののの時時時時にににに受受受受けたけたけたけた自身自身自身自身のいじめについてのいじめについてのいじめについてのいじめについて次次次次のよのよのよのよ

うにうにうにうに書書書書いていましたいていましたいていましたいていました。。。。どうしてどうしてどうしてどうして、、、、先生先生先生先生にににに相談相談相談相談しなかったのですかしなかったのですかしなかったのですかしなかったのですか？？？？のののの問問問問いにいにいにいに、、、、「「「「先生先生先生先生にににに

言言言言ったらったらったらったら、、、、逆逆逆逆にもっとやられるのではないかにもっとやられるのではないかにもっとやられるのではないかにもっとやられるのではないか」」」」家族家族家族家族にはにはにはには？「？「？「？「心配心配心配心配をかけたくなかったをかけたくなかったをかけたくなかったをかけたくなかった。。。。

いじめられていることをいじめられていることをいじめられていることをいじめられていることを知知知知られるのがいやだったられるのがいやだったられるのがいやだったられるのがいやだった」」」」 今今今今、、、、いじめをいじめをいじめをいじめを受受受受けているけているけているけている子子子子どもどもどもども達達達達

にはにはにはには、、、、「「「「人人人人にににに話話話話すことはすことはすことはすことは、、、、とてもとてもとてもとても勇気勇気勇気勇気のいることだがのいることだがのいることだがのいることだが、、、、勇気勇気勇気勇気をををを持持持持ってまわりのってまわりのってまわりのってまわりの大人大人大人大人のののの人人人人

にににに話話話話してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。そうするとそうするとそうするとそうすると、、、、心心心心のののの中中中中がががが軽軽軽軽くなるからくなるからくなるからくなるから・・・・・・・・・・・・」」」」実体験実体験実体験実体験をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた言葉言葉言葉言葉

ですのでですのでですのでですので、、、、とてもとてもとてもとても重重重重みのあるみのあるみのあるみのある言葉言葉言葉言葉ですですですです。。。。留寿都小学校留寿都小学校留寿都小学校留寿都小学校ではではではでは、、、、現在現在現在現在、、、、いじめはありませんいじめはありませんいじめはありませんいじめはありません

がががが、、、、今後今後今後今後もないともないともないともないと断言断言断言断言できるものではありませんできるものではありませんできるものではありませんできるものではありません。。。。ごごごご家庭家庭家庭家庭におかれましてもにおかれましてもにおかれましてもにおかれましても、、、、子子子子どもさどもさどもさどもさ

んのんのんのんの様子様子様子様子でででで、、、、何何何何かおかおかおかお気気気気づきのづきのづきのづきの点点点点がございましたらがございましたらがございましたらがございましたら遠慮遠慮遠慮遠慮なくなくなくなく学校学校学校学校までおまでおまでおまでお知知知知らせくださいらせくださいらせくださいらせください。。。。

最後最後最後最後になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、今日今日今日今日からからからから、、、、２５２５２５２５日間日間日間日間のののの長長長長いいいい夏休夏休夏休夏休みにみにみにみに入入入入りますりますりますります。。。。課題課題課題課題をををを行行行行うことうことうことうこと

はもちろんですがはもちろんですがはもちろんですがはもちろんですが、、、、「「「「夏休夏休夏休夏休みにしかできないことみにしかできないことみにしかできないことみにしかできないこと」」」」をををを計画的計画的計画的計画的にににに行行行行いいいい、、、、有意義有意義有意義有意義なものにしなものにしなものにしなものにし

てもらいたいとてもらいたいとてもらいたいとてもらいたいと思思思思いますいますいますいます。。。。そしてそしてそしてそして、、、、８８８８月月月月２０２０２０２０日日日日のののの始業式始業式始業式始業式にはにはにはには、、、、たくましくたくましくたくましくたくましく成長成長成長成長したしたしたした姿姿姿姿にににに

会会会会えることをえることをえることをえることを楽楽楽楽しみにしていますしみにしていますしみにしていますしみにしています。。。。

留寿都村小学生陸上記録会 成績一覧

種 目種 目種 目種 目 １１１１ 位位位位 ２２２２ 位位位位 ３３３３ 位 種目位 種目位 種目位 種目 １１１１ 位位位位 ２２２２ 位位位位 ３３３３ 位位位位

60 １１１１年男子年男子年男子年男子 森 響輝 吉川 侑吾 岩田 純哉 森 響輝 吉川 侑吾 岩田 純哉

M １１１１年女子年女子年女子年女子 升田 花奈 高橋 千温 森 心音 500 升田 花奈 石井 結菜 高橋 千温

走走走走 ２２２２年男子年男子年男子年男子 丹野 優志 京谷 星凪 板垣 祐貴 M 丹野 優志 板垣 祐貴 谷口 竜晴

２２２２年女子年女子年女子年女子 加地 風香 森井 柚羽 滝澤 葵 森井 柚羽 加地 風香 村上 華菜

80 ３３３３年男子年男子年男子年男子 天川 隼 冨樫 白桜 別府 和磨 別府 和磨 天川 隼 伊藤 柊

M ３３３３年女子年女子年女子年女子 斎藤 彩羽 村上 綾香 古山 流花 800 斎藤 彩羽 下田 実紅 反保 紅葉

走走走走 ４４４４年男子年男子年男子年男子 粕谷 亮輔 秦 雅人 谷口 海斗 M 谷口 海斗 細見 和人 奥田 純也

４４４４年女子年女子年女子年女子 庄子 乃杏 斎藤 百夏 森 玲那 斎藤 百夏 庄子 乃杏 森 玲那

100 ５５５５年男子年男子年男子年男子 斎藤陽日樹 秦 悠貴 今橋 潤 1500 斎藤陽日樹 伊藤 那流 安部 憲法

M ６６６６年男子年男子年男子年男子 今井 大輔 大泉 幹 粕谷 啓太 M 今井 大輔 大泉 幹 丸岡 洸太

走走走走 ５５５５年女子年女子年女子年女子 反保 朝霞 髙田美乃里 加地 美羽 800 加地 美羽 佐藤 亜海 反保 朝霞

６６６６年女子年女子年女子年女子 小松平香乃 庄子 夏音 暮地 梨湖 M 小松平香乃 岩田 望未 暮地 梨湖

１１１１年男子年男子年男子年男子 森 悠斗 奥田 啓太 吉川 侑吾 森 響輝 森 悠斗 岩田 純哉

立立立立ちちちち 吉川 侑吾 庄子 壱清

ソソソソ １１１１年女子年女子年女子年女子 冨樫はん杏 赤松 紗々 森 心音 幅跳幅跳幅跳幅跳 高橋 千温 冨樫はん杏 升田 花奈

フフフフ 森 心音

トトトト ２２２２年男子年男子年男子年男子 丹野 優志 谷口 竜晴 京谷 星凪 丹野 優志 下田 陸玖 板垣 祐貴

ボボボボ ２２２２年女子年女子年女子年女子 加地 風香 菅井 楓花 森井 柚羽 加地 風香 滝澤 葵 森井 柚羽

ーー ーー

３３３３年男子年男子年男子年男子 伊藤 柊 天川 隼 別府 和磨 冨樫 白桜 天川 隼 別府 和磨

ルルルル ３３３３年女子年女子年女子年女子 斎藤 彩羽 古山 流花 小西 めい 斎藤 彩羽 滝澤 凜 下田 実紅

投投投投 ４４４４年男子年男子年男子年男子 奥田 純也 粕谷 亮輔 渡辺 光弥 粕谷 亮輔 秦 雅人 奥田 純也

げげげげ ４４４４年女子年女子年女子年女子 斎藤 百夏 正源 綾乃 暮地 柚羽 走走走走りりりり 庄子 乃杏 森 玲那 斎藤 百夏

５５５５年男子年男子年男子年男子 伊藤 那流 所 優希 斎藤陽日樹 幅跳幅跳幅跳幅跳 斎藤陽日樹 秦 悠貴 森 善斗

５５５５年女子年女子年女子年女子 加地 美羽 髙田美乃里 佐藤 亜海 加地 美羽 髙田美乃里 反保 朝霞

６６６６年男子年男子年男子年男子 大泉 幹 丸岡 洸太 今井 大輔 大泉 幹 今井 大輔 丸岡 洸太

６６６６年女子年女子年女子年女子 庄子 夏音 小松平香乃 小林雪輝子 石田 晴夏 暮地 梨湖 小松平香乃

２０２０２０２０((((火火火火)))) ２２２２学期始業式学期始業式学期始業式学期始業式

２１２１２１２１((((水水水水)))) 児童会児童会児童会児童会 ＡＬＴＡＬＴＡＬＴＡＬＴ５５５５年年年年

２２２２２２２２((((木木木木)))) 特別日課 職員会議特別日課 職員会議特別日課 職員会議特別日課 職員会議 ＡＬＴＡＬＴＡＬＴＡＬＴ６６６６年 夏休年 夏休年 夏休年 夏休みみみみ作品展作品展作品展作品展

２３２３２３２３((((金金金金)))) 縦割縦割縦割縦割りりりり班集会班集会班集会班集会

２５２５２５２５((((日日日日)))) 後後後後ＰＰＰＰ連研究大会留寿都大会連研究大会留寿都大会連研究大会留寿都大会連研究大会留寿都大会

２７２７２７２７((((火火火火)))) 芸術鑑賞会芸術鑑賞会芸術鑑賞会芸術鑑賞会

２８２８２８２８((((水水水水)))) クラブクラブクラブクラブ 東京外語大留学生交流東京外語大留学生交流東京外語大留学生交流東京外語大留学生交流

２９２９２９２９((((木木木木)))) ＡＬＴＡＬＴＡＬＴＡＬＴ５５５５年年年年，，，，６６６６年年年年

３０３０３０３０((((金金金金)))) 秋秋秋秋のののの遠足遠足遠足遠足((((おおおお弁当持参弁当持参弁当持参弁当持参，，，，給食給食給食給食なしなしなしなし))))

☆事故なく怪我なく楽しい夏休みを！


