
「「「「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 「時間を大切にしよう」

☆学習目標 「１学期の学習をまとめよう」「夏休みの学習計画を立てよう」

□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」

歌声を響かせよう！（５／２３）

今年今年今年今年からからからから「「「「歌声集会歌声集会歌声集会歌声集会」」」」がががが始始始始まりままりままりままりま

したしたしたした。。。。毎月一度全校毎月一度全校毎月一度全校毎月一度全校でででで歌歌歌歌いますいますいますいます。。。。そそそそ

のののの成果成果成果成果はははは，，，，学芸会学芸会学芸会学芸会でおでおでおでお聞聞聞聞かせするかせするかせするかせする予予予予

定定定定ですですですです。。。。おおおお楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに！！！！→→→→

高校生のお兄さん，お姉さんと（６／１３）

←←←←留寿都高校留寿都高校留寿都高校留寿都高校のののの協力協力協力協力によりによりによりにより毎年毎年毎年毎年１１１１，，，，２２２２年生年生年生年生はははは作物作物作物作物をををを

植植植植えていますえていますえていますえています。。。。今年今年今年今年もももも高校高校高校高校のののの畑畑畑畑にににに大豆大豆大豆大豆ととととトウモロコトウモロコトウモロコトウモロコ

シシシシをををを植植植植えましたえましたえましたえました。。。。優優優優しくしくしくしく教教教教えてもらってえてもらってえてもらってえてもらって，，，，みんなみんなみんなみんな丁丁丁丁

寧寧寧寧にににに植植植植えましたえましたえましたえました。。。。大大大大きくきくきくきく育育育育ってほしいとってほしいとってほしいとってほしいと願願願願っていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。秋秋秋秋のののの収穫収穫収穫収穫がががが楽楽楽楽しみですねしみですねしみですねしみですね。。。。

花いっぱい運動（６／１４）

今年今年今年今年もまたもまたもまたもまた国道国道国道国道２３１２３１２３１２３１号線沿号線沿号線沿号線沿いにいにいにいに花花花花をををを植植植植えましえましえましえまし

たたたた。。。。初初初初めてめてめてめて取取取取りりりり組組組組むむむむ１１１１年生年生年生年生はははは教教教教えられたとおりにえられたとおりにえられたとおりにえられたとおりに，，，，

きれいにきれいにきれいにきれいに花花花花をををを並並並並べてべてべてべて植植植植えましたえましたえましたえました。。。。少少少少しでもしでもしでもしでも多多多多くのくのくのくの方方方方

にににに見見見見てもらいてもらいてもらいてもらい，，，，安全運転安全運転安全運転安全運転をををを心心心心がけてほしいですねがけてほしいですねがけてほしいですねがけてほしいですね。。。。

 

１１１１((((日日日日)))) ３３３３年年年年ＰＰＰＰレクレクレクレク １３１３１３１３((((金金金金)))) 村陸上記録会 特別日課村陸上記録会 特別日課村陸上記録会 特別日課村陸上記録会 特別日課５５５５時間時間時間時間

４４４４((((水水水水)))) 全校朝会 児童会全校朝会 児童会全校朝会 児童会全校朝会 児童会 ＡＬＴＡＬＴＡＬＴＡＬＴ６６６６年 教育相談年 教育相談年 教育相談年 教育相談③③③③

５５５５((((木木木木)))) ６６６６年修学旅行年修学旅行年修学旅行年修学旅行 ＡＬＴＡＬＴＡＬＴＡＬＴ５５５５年年年年 １７１７１７１７((((火火火火)))) 特別日課 記録会予備日特別日課 記録会予備日特別日課 記録会予備日特別日課 記録会予備日

６６６６((((金金金金)))) ６６６６年修学旅行年修学旅行年修学旅行年修学旅行 １８１８１８１８((((水水水水)))) 特別日課 水泳学習特別日課 水泳学習特別日課 水泳学習特別日課 水泳学習((((1,2 年年年年))))

９９９９((((月月月月)))) 特別日課特別日課特別日課特別日課 ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ役員会役員会役員会役員会

１０１０１０１０((((火火火火)))) 授業参観日 教育相談授業参観日 教育相談授業参観日 教育相談授業参観日 教育相談① ２０① ２０① ２０① ２０((((金金金金)))) 水泳学習水泳学習水泳学習水泳学習((((3,4 年年年年 5,6 年年年年))))

１１１１１１１１((((水水水水)))) 防犯避難訓練 教育相談防犯避難訓練 教育相談防犯避難訓練 教育相談防犯避難訓練 教育相談②②②② 朝朝朝朝のののの読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ

ＡＬＴＡＬＴＡＬＴＡＬＴ５５５５年年年年 ２３２３２３２３((((月月月月)))) １１１１学期終業式学期終業式学期終業式学期終業式

１２１２１２１２((((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年年年年 ２６２６２６２６((((木木木木)))) 留寿都小留寿都小留寿都小留寿都小サマーコースサマーコースサマーコースサマーコース((((～～～～２７２７２７２７日日日日))))

「「「「とってもとってもとってもとっても、、、、とってもとってもとってもとっても寒寒寒寒いいいい中中中中！！！！ごごごご声援声援声援声援ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました」」」」

校 長 梶 野 祐 樹校 長 梶 野 祐 樹校 長 梶 野 祐 樹校 長 梶 野 祐 樹

運動会前日運動会前日運動会前日運動会前日、、、、おおおお母母母母さんがさんがさんがさんが「「「「校長先生校長先生校長先生校長先生、、、、明日明日明日明日のののの運動会運動会運動会運動会、、、、大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫ですかねえですかねえですかねえですかねえ～～～～。。。。」」」」とととと心配心配心配心配そうにそうにそうにそうに

尋尋尋尋ねてきましたねてきましたねてきましたねてきました。。。。天気予報天気予報天気予報天気予報はあまりよくありませんはあまりよくありませんはあまりよくありませんはあまりよくありません。。。。「「「「大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫ですですですです！」！」！」！」とおとおとおとお応応応応えしましたえしましたえしましたえしました。。。。ココココ

ンビニンビニンビニンビニでもおでもおでもおでもお父父父父さんにさんにさんにさんに尋尋尋尋ねられましたねられましたねられましたねられました。。。。「「「「ちょっとちょっとちょっとちょっと寒寒寒寒いかもしれませんがいかもしれませんがいかもしれませんがいかもしれませんが、、、、運動会運動会運動会運動会はやりまはやりまはやりまはやりま

すすすす！」！」！」！」とおとおとおとお応応応応えしましたえしましたえしましたえしました。。。。晴晴晴晴れれれれ男男男男ですですですです。。。。順延順延順延順延なんてなんてなんてなんて考考考考えていませんえていませんえていませんえていません。。。。

今年度今年度今年度今年度のののの運動会運動会運動会運動会はははは、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度のののの運動会運動会運動会運動会のののの反省反省反省反省やややや保護者保護者保護者保護者アンケートアンケートアンケートアンケートのののの要望要望要望要望からからからから、、、、ゴールゴールゴールゴール位置位置位置位置のののの変変変変

更更更更、、、、演技位置演技位置演技位置演技位置のののの変更変更変更変更、、、、応援合戦応援合戦応援合戦応援合戦のののの変更変更変更変更、、、、縦割縦割縦割縦割りりりり班種目班種目班種目班種目のののの追加追加追加追加などなどなどなど、、、、いくつかのいくつかのいくつかのいくつかの新新新新たなたなたなたな取取取取りりりり組組組組みみみみ

がありましたがありましたがありましたがありました。。。。いかがだったでしょうかいかがだったでしょうかいかがだったでしょうかいかがだったでしょうか。。。。残念残念残念残念ながらとてもながらとてもながらとてもながらとても肌寒肌寒肌寒肌寒いいいい天候天候天候天候ではありましたがではありましたがではありましたがではありましたが、、、、保保保保

護者護者護者護者のののの皆様皆様皆様皆様、、、、地域地域地域地域のののの方方方方々、々、々、々、そしてごそしてごそしてごそしてご来賓来賓来賓来賓のののの皆様方皆様方皆様方皆様方のたくさんのごのたくさんのごのたくさんのごのたくさんのご声援声援声援声援をいただきましたをいただきましたをいただきましたをいただきました。ＰＴ。ＰＴ。ＰＴ。ＰＴ

ＡＡＡＡ保体部保体部保体部保体部のののの皆様皆様皆様皆様にはにはにはには、、、、前日作業前日作業前日作業前日作業もももも含含含含めめめめ多多多多くのおくのおくのおくのお手伝手伝手伝手伝いをいただきましたいをいただきましたいをいただきましたいをいただきました。。。。皆様皆様皆様皆様にににに厚厚厚厚くくくく感謝感謝感謝感謝とおとおとおとお

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。。。。誠誠誠誠にありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございました。。。。

そのようなそのようなそのようなそのような中中中中、、、、全校種目全校種目全校種目全校種目がががが増増増増えたえたえたえた分分分分、、、、６６６６年生年生年生年生にかかるにかかるにかかるにかかる期待期待期待期待はははは当然大当然大当然大当然大きくなりますきくなりますきくなりますきくなります。。。。そのそのそのその期待期待期待期待

にににに６６６６年生年生年生年生１４１４１４１４名名名名はははは、、、、しっかりしっかりしっかりしっかり応応応応えてくれましたえてくれましたえてくれましたえてくれました。。。。「「「「みんなみんなみんなみんな！！！！しっかりしっかりしっかりしっかり話話話話をををを聞聞聞聞いていていていて！！！！」」」」「「「「もっともっともっともっと気気気気

持持持持ちをちをちをちを一一一一つにしてつにしてつにしてつにして！」！」！」！」などなどなどなど、、、、下級生下級生下級生下級生にににに気気気気をををを遣遣遣遣いながらいながらいながらいながらチームチームチームチームをしっかりまとめようとするをしっかりまとめようとするをしっかりまとめようとするをしっかりまとめようとする６６６６年年年年

生生生生のののの姿姿姿姿をををを何回何回何回何回もももも見見見見ましたましたましたました。。。。勝利勝利勝利勝利にににに向向向向かってかってかってかって下級生下級生下級生下級生をををを束束束束ねるねるねるねる６６６６年生年生年生年生のののの一言一言一言一言一言一言一言一言にににに、、、、最高学年最高学年最高学年最高学年としとしとしとし

てのてのてのての「「「「リーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップ」」」」がががが感感感感じられたのですじられたのですじられたのですじられたのです。。。。そしてそしてそしてそして、、、、下級生下級生下級生下級生はそのはそのはそのはその６６６６年生年生年生年生のののの姿姿姿姿をしっかりをしっかりをしっかりをしっかり見見見見

ていたことでしょうていたことでしょうていたことでしょうていたことでしょう。。。。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子子子子どもどもどもども達達達達にとってにとってにとってにとって、、、、ただただただただ単単単単にににに運動運動運動運動がががが得意得意得意得意・・・・不得意不得意不得意不得意というというというという

ことではなくことではなくことではなくことではなく、、、、またまたまたま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ぶことができたぶことができたぶことができたぶことができた運動会運動会運動会運動会となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。

今後今後今後今後さらにさらにさらにさらに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子子子子どもどもどもども達達達達のためのためのためのため「ＴＥＡＭ ＲＵＳＵＴＳＵ」「ＴＥＡＭ ＲＵＳＵＴＳＵ」「ＴＥＡＭ ＲＵＳＵＴＳＵ」「ＴＥＡＭ ＲＵＳＵＴＳＵ」はははは頑張頑張頑張頑張っていきまっていきまっていきまっていきま

すすすす。。。。皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご支援支援支援支援・・・・ごごごご協力協力協力協力をよろしくおをよろしくおをよろしくおをよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

＊＊＊＊ 今今今今、、、、「「「「運動会保護者運動会保護者運動会保護者運動会保護者アンケートアンケートアンケートアンケート」」」」をををを回収回収回収回収していますしていますしていますしています。。。。たいへんたいへんたいへんたいへん良良良良いいいい評価評価評価評価がががが多多多多いよういよういよういよう

ですがですがですがですが、、、、例年例年例年例年にににに比比比比べべべべ回収率回収率回収率回収率はははは低低低低いようですいようですいようですいようです。。。。まだまだまだまだ提出提出提出提出されていないされていないされていないされていない方方方方はははは、、、、是非是非是非是非ごごごご感想感想感想感想

をいただけるようおをいただけるようおをいただけるようおをいただけるようお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

＊＊＊＊４４４４月蘭越小学校月蘭越小学校月蘭越小学校月蘭越小学校にににに異動異動異動異動となったとなったとなったとなった西井先生西井先生西井先生西井先生！！！！ごごごご懐妊懐妊懐妊懐妊！（！（！（！（奥様奥様奥様奥様ですがですがですがですが））））おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！

留寿都村立留寿都小学校

平成２４年 ６月２９日

№５６６
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梶 野 祐 樹

留寿都小学校学校便留寿都小学校学校便留寿都小学校学校便留寿都小学校学校便りりりり



今年今年今年今年のののの運動会運動会運動会運動会はははは，，，，６６６６月月月月９９９９日日日日((((土土土土))))にににに行行行行われましたわれましたわれましたわれました。。。。競技競技競技競技のののの準備準備準備準備，，，，進行等進行等進行等進行等におにおにおにお手伝手伝手伝手伝いいただいたいいただいたいいただいたいいただいた

ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ保体部保体部保体部保体部のののの皆様皆様皆様皆様ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。 寒寒寒寒いいいい日日日日でしたがでしたがでしたがでしたが，，，，多多多多くのくのくのくの地域地域地域地域・・・・保護者保護者保護者保護者のののの皆様皆様皆様皆様

熱熱熱熱いいいい声援声援声援声援をありがとうございましたをありがとうございましたをありがとうございましたをありがとうございました！！！！！！！！

挑戦状！挑戦状！

今年今年今年今年もももも大接戦大接戦大接戦大接戦でしたがでしたがでしたがでしたが，，，，優勝優勝優勝優勝はははは白組白組白組白組でしたでしたでしたでした。。。。来年来年来年来年がまたがまたがまたがまた楽楽楽楽しみですねしみですねしみですねしみですね。。。。

スポーツスポーツスポーツスポーツ真真真真っっっっ盛盛盛盛りとなってきましたりとなってきましたりとなってきましたりとなってきました。。。。先日先日先日先日，，，，岩内岩内岩内岩内でででで小樽後志陸上記録会小樽後志陸上記録会小樽後志陸上記録会小樽後志陸上記録会がががが開開開開かれかれかれかれ，，，，本校本校本校本校からからからから３０３０３０３０名名名名がががが

参加参加参加参加しししし，，，，各種目各種目各種目各種目においてにおいてにおいてにおいて優秀優秀優秀優秀なななな成績成績成績成績をををを収収収収めましためましためましためました。。。。村村村村ではではではでは７７７７月月月月１３１３１３１３日日日日((((金金金金))))にににに記録会記録会記録会記録会がががが開開開開かれますかれますかれますかれます。。。。

((((入賞分掲載入賞分掲載入賞分掲載入賞分掲載））））

６６６６年年年年１５００１５００１５００１５００ｍｍｍｍ ７７７７位 加地 遊位 加地 遊位 加地 遊位 加地 遊 ５５５５分分分分４２４２４２４２秒秒秒秒８８８８

５５５５年走年走年走年走りりりり幅跳幅跳幅跳幅跳びびびび ４４４４位 今井 大輔位 今井 大輔位 今井 大輔位 今井 大輔 ２２２２ｍｍｍｍ９４ ７９４ ７９４ ７９４ ７位 粕谷 啓太位 粕谷 啓太位 粕谷 啓太位 粕谷 啓太 ２２２２ｍｍｍｍ６７６７６７６７

４４４４年年年年ボールボールボールボール投投投投げげげげ １１１１位 森 善斗位 森 善斗位 森 善斗位 森 善斗 ４７４７４７４７ｍｍｍｍ８５８５８５８５((((全道出場全道出場全道出場全道出場)))) ４４４４位 伊藤 那流位 伊藤 那流位 伊藤 那流位 伊藤 那流 ３５３５３５３５ｍｍｍｍ４８４８４８４８

７７７７位 斎藤陽日樹位 斎藤陽日樹位 斎藤陽日樹位 斎藤陽日樹 ３２３２３２３２ｍｍｍｍ２８２８２８２８

６６６６年年年年ボールボールボールボール投投投投げげげげ ２２２２位 小林 息吹位 小林 息吹位 小林 息吹位 小林 息吹 ５４５４５４５４ｍｍｍｍ５０５０５０５０((((全道出場全道出場全道出場全道出場))))

５５５５年年年年１００１００１００１００ｍｍｍｍ ４４４４位 髙田 愛華位 髙田 愛華位 髙田 愛華位 髙田 愛華 １６１６１６１６秒秒秒秒７７７７

４４４４年年年年８００８００８００８００ｍｍｍｍ ４４４４位 加地 美羽位 加地 美羽位 加地 美羽位 加地 美羽 ３３３３分分分分１５１５１５１５秒秒秒秒６６６６

５５５５年年年年８００８００８００８００ｍｍｍｍ ８８８８位 小松平香乃位 小松平香乃位 小松平香乃位 小松平香乃 ３３３３分分分分２０２０２０２０秒秒秒秒９９９９

６６６６年年年年８０８０８０８０ｍＨｍＨｍＨｍＨ ６６６６位 佐藤 未空位 佐藤 未空位 佐藤 未空位 佐藤 未空 １９１９１９１９秒秒秒秒２ ７２ ７２ ７２ ７位 高田 愛来位 高田 愛来位 高田 愛来位 高田 愛来 ２０２０２０２０秒秒秒秒３３３３

４４４４年走年走年走年走りりりり幅跳幅跳幅跳幅跳びびびび ７７７７位 反保 朝霞位 反保 朝霞位 反保 朝霞位 反保 朝霞 ２２２２ｍｍｍｍ５７５７５７５７

４４４４年年年年ボールボールボールボール投投投投げげげげ ６６６６位 佐藤 亜海位 佐藤 亜海位 佐藤 亜海位 佐藤 亜海 ２０２０２０２０ｍｍｍｍ２８２８２８２８

６６６６年年年年ボールボールボールボール投投投投げげげげ １１１１位 伊藤萌位 伊藤萌位 伊藤萌位 伊藤萌々々々々香香香香 ３９３９３９３９ｍｍｍｍ９０ ２９０ ２９０ ２９０ ２位 佐藤 未空位 佐藤 未空位 佐藤 未空位 佐藤 未空 ３４３４３４３４ｍｍｍｍ４６４６４６４６（（（（ともにともにともにともに全道出場全道出場全道出場全道出場））））

応戦状！応戦状！


