
「輝きを未来に！」 ・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 「好き嫌いをしないで食べよう」

「おはしも」の約束守れたかな？～不審者対応避難訓練（７／９）

休み時間中にグラウンドに不審者が侵入した場合

を想定した避難訓練を実施しました。実践的な訓練

にするために子どもたちには７月中に避難訓練を行

うことを話し、日時までは教えませんでしたが、あ

わてることなく近くにいた先生の指示に従い「おは

しも」の約束（おさない、はしらない、しゃべらな

い、もどらない）を守り、音楽室に避難することが

できました。訓練終了後には、ご協力をいただいた

倶知安警察署の方に不審者に遭遇したときの対応の

仕方等について子どもたちに話していただきました。

走って！跳んで！投げて！見事、新記録を樹立！！～村小学生陸上記録会（７／１４）

台風の影響で、予備日としていた１４日(月）に

開催いたしましたが、天候にも恵まれ、子どもたち

はそれぞれの競技に臨むことができました。ソフト

ボール投げでは６年生の伊藤那流くんと森善斗く

ん、４年生の斎藤彩羽さんがこれまでの大会記録を

見事に更新し、また、多くの子どもたちが自分の記

録を伸ばしていました。

各種目の入賞者については、別掲しておりますの

で、ご覧ください。

夏本番！水泳学習が始まりました （７／１６）

留寿都小学校に夏の到来を報せる水泳学習がスタ

ートしました。今年も 1･2 年、3･4 年、5･6 年のブロ

ックで学習を行っています。連日、晴天が続いてお

り、水温も高めで、子どもたちは気持ち良さそうに

泳いでいます。夏休み中もプールに通う児童が多い

と思いますが、プール利用のきまりをしっかり守り、

安全に楽しく泳いで欲しいと思います。

２学期は８月２７日(水)まで水泳学習を行います。

６年生１７人が，７月２日～３日の１泊２日で函館に修学旅行に行きました。１日目は箱館

奉行所や五稜郭タワー、夜の函館山見学を行いました。２日目は自分たちの立てた計画に従っ

て歴史施設等を見学する自主研修を行いました。子どもたちは「楽しい思い出がたくさんでき

ました。」と話していました。多くのことを学び，一回り逞しくなったように見えました。こ

の学習の成果を今後いろいろな場面で発揮してほしいと願っています。
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「勇気と根気」
校長 鈴木 裕

すがすがしい夏の気候の下、今日の終業式で 1 学期をすべて終了することとなりました。

保護者の皆様におかれましては、運動会をはじめ陸上記録会にご協力をいただき、盛会裏

に終了させていただくことができました。この場をお借りして厚くお礼を申し上げます。

さて、7 月の学級懇談会の中で、学習や生活面について説明があったと思いますが、学

校と保護者が課題を共有することが何より大切と考えております。特に、体力面では大き

く落ち込みがありました。学校では、状況の改善に向けグランドマラソンを開始しており

ます。また、ユネスコスクールの関係では、6 月に飯島教諭が福岡県大牟田の玉川小学校

を訪問し、今後の交流について話し合いを進めてきました。ＨＰは、少しずつですが随時、

発信しております。国語では「音読」を始めました。広くなった「るすつっこ農園」では、

野菜が順調に育っております。生活面では、あいさつ運動は児童会や生活委員会を、下校

バスでは、5,6 年生をそれぞれ中心に乗車人員の確認ができるようリーダーシップを発揮

しているところです。

今後も、さらにより良い学校づくりを目指していきますが、新しいことに取り組むには

「勇気」が必要です。勇気一秒、後悔一生という言葉もあります。勇気を持ってまずやり

始めることが大切で、そしてそれらを続け、大きな流れに育てていく根気も同時に必要です。

今回、中間の学校評価に向け、保護者アンケートをさせていただきました。始めたばか

りのことも多く、なかなか評価まで・・・とは思いますが、参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

最後になりますが、明日から 25 日間の長い夏休みに入ります。夏休みは課題を行うこ

とはもちろんのこと、「夏休みにしかできないこと」を計画的に行い有意義なものにして

もらいたいと思います。そして、8 月 19 日の始業式には、たくましく成長した姿が見ら

れることを楽しみにしております。

ユネスコスクールの活動目的は、ユネスコスクールのネットワークを活用し、世界中の学校

と交流し、情報や体験を分かち合うことにより、地球規模の問題について考えていけるように

することです。

本校では「食と農」をテーマとして、生活科、総合的な学習の時間を中心に地域との連携に

基づく様々な体験活動に取り組んでおり、同じくユネスコスクールに加盟している福岡県大牟

田市の玉川小学校とそれぞれの学校の取り組みをインターネット等を活用し、交流しています。

大牟田市は市内の小学校全てがユネスコスクールに加盟している、国内でも先進的な地域で、

その中でも玉川小学校は学校規模も活動内容も本校と共通点が多いため交流することといたし

ました。また、子どもたちの国際的な視野を広げるためにチャンドラ・セカール・アカデミー

というインドの学校とも、それぞれの国の文化や伝統等について、今後、交流していく予定で

おります。

これからも本校のユネスコスクールの活動について、学校便りや学級便り、ホームページで

随時、情報を発信していきます。

留寿都村小学生陸上記録会 成績一覧
種 目 １ 位 ２ 位 ３ 位 種目 １ 位 ２ 位 ３ 位

60 １年男子 向井 悠翔 佐藤 智太 遠藤 誠也 向井 悠翔 佐藤 智太 竹田 拓斗

M １年女子 丹野 海那 土屋 結愛 澤 栞奈 500 小松平穂乃 土屋 結愛 丹野 海那

走 ２年男子 森 響輝 吉川 侑吾 森 悠斗 M 森 響輝 岩田 純哉 吉川 侑吾

２年女子 升田 花奈 冨樫はん杏 森 心音 升田 花奈 髙橋 千温 石井 結菜

80 ３年男子 丹野 優志 京谷 星凪 板垣 祐貴 丹野 優志 板垣 祐貴 谷口 竜晴

M ３年女子 加地 風香 森井 柚羽 滝澤 葵 800 森井 柚羽 加地 風香 村上 華菜

走 ４年男子 冨樫 白桜 伊藤 柊 天川 隼 M 伊藤 柊 天川 隼 冨樫 白桜

４年女子 斎藤 彩羽 反保 紅葉 滝澤 凜 斎藤 彩羽 村上 綾香 滝澤 凛

100 ５年男子 粕谷 亮輔 奥田 純也 秦 雅人 1500 奥田 純也 粕谷 亮輔 谷口 海斗

M ６年男子 秦 悠貴 斎藤陽日樹 森 善斗 M 伊藤 那流 斎藤陽日樹 安部 憲法

走 ５年女子 庄子 乃杏 斎藤 百夏 村田 彩華 800 庄子 乃杏 斎藤 百夏 森 玲那

６年女子 反保 朝霞 佐藤 亜海 加地 美羽 M 加地 美羽 佐藤 亜海 反保 朝霞

１年男子 遠藤 誠也 向井 悠翔 佐藤 智太 佐藤 智太 遠藤 誠也 向井 悠翔

１年女子 丹野 海那 土屋 結愛 井上 絢菜 立ち 井上 絢菜 土屋 結愛 天川 明希

ソ ２年男子 森 悠斗 奥田 啓太 森 響輝 幅跳 森 悠斗 岩田 純哉 大友 風雅

フ 森 響輝

ト ２年女子 冨樫はん杏 北川よしの 赤松 紗々 升田 花奈 髙橋 千温 森 心音

ボ ３年男子 板垣 祐貴 丹野 優志 谷口 竜晴 丹野 優志 佐伯 優太 板垣 祐貴ー

３年女子 森井 柚羽 加地 風香 菅井 楓花 森井 柚羽 滝澤 葵 加地 風香

ル ４年男子 別府 和磨 天川 隼 伊藤 柊 冨樫 白桜 伊藤 柊 横山 大兜

投 ４年女子 斎藤 彩羽 小西 めい 古山 流花 走り 斎藤 彩羽 滝澤 凜 反保 紅葉

げ ５年男子 粕谷 亮輔 奥田 純也 吉川 倖生 幅跳 粕谷 亮輔 奥田 純也 秦 雅人

５年女子 暮地 柚羽 正源 綾乃 斎藤 百夏 庄子 乃杏 斎藤 百夏 森 玲那

６年男子 伊藤 那流 森 善斗 斎藤陽日樹 伊藤 那流 今橋 潤 秦 悠貴

６年女子 加地 美羽 佐藤 亜海 藤堂 光 反保 朝霞 加地 美羽 佐藤 亜海

※太字は大会新記録

１９(火) ２学期始業式 ５時間授業

２０(水) 児童会 ＡＬＴ５年 水泳学習1･2年

夏休み作品展開始(～28日)

２１(木) 水泳学習3･4年 ＡＬＴ６年 フッ化物洗口

２２(金) 朝の読み聞かせ 縦割り班会議

水泳学習5･6年

２４(日) 後Ｐ連研究大会神恵内大会

２５(月) 水泳学習1･2年 放課後の読み聞かせ

２６(火) 水泳学習3･4年、5･6年

２７(水) 歌声朝会 水泳学習1･2年 ＡＬＴ5年

クラブ 留学生との交流学習

２８(木) ＡＬＴ６年 フッ化物洗口

２９(金) 秋の遠足

３１(日) ３年学年レク

☆事故なく怪我なく楽しい夏休みを！

７月１日に留寿都郵便局長

さんから、サッカーワールド

カップのレプリカボールが贈

呈されました。ホールに展示

しておりますので、学校にお

越しの際はぜひご覧下さい。


