
「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」

不審者対応避難訓練実施（７／８）

授業中、学校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。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、緊急放送や担任の先生の指示を

しっかりと聞き、落ち着いて２階のコンピュータ

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（大声でさけぶ、すぐ

に逃げる、誰かに知らせるなど）について子ども

たちに話していただきました。

留寿都村小学生陸上記録会（７／１０）

青空の下、子どもたちはそれ

ぞれの競技に全力で臨むことが

できました。多くの子どもたち

が学校での練習のときよりも自

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、前

ページをご覧ください。

水泳学習がＳＴＡＲＴ （７／１６）

７月１６日に留寿都小学校の先陣を切って、1･2 年

生の水泳学習が行われました。この日は、室温が

38 ℃もありましたので、子どもたちはとても気持ち

良さそうに泳いでいました。今年も 1･2 年、3･4 年、

5･6 年のブロックで２学期の８月２６日まで水泳学習

を行う予定です。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。

７月１日～２日の１泊２日で６年生が修学旅行に行ってきました。１日目は、函館市内で自

主研修を行い、グループごとに立てた計画に従ってたくさんの歴史施設等を見学しました。函

館山は霧のため、残念ながら夜景を見ることはできませんでしたが、ロープウエイは楽しい思

い出になりました。２日目は箱館奉行所や五稜郭タワー、しかべ間けつ泉の見学を行いました。

子どもたちは道南の歴史や文化にふれ、多くのことを学び一回りたくま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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「ハチドリのひとしずく」
校長 鈴木 裕

６月は、肌寒い日が多かったですが、７月になりようやく夏本番を思わせる気候となり

ました。そんな中でしたが、7 月 10 日は、保護者の皆様にご協力いただき留寿都村陸上

記録会を行いました。子どもたちは、昨年の自己記録の更新に向け練習の成果を発揮し、

30 年ぶりに 3 年女子走り幅跳びで大会タイ記録が出るなど大変、素晴らしい大会となり

ました。また来年に向け、しっかり準備して頑張ってもらいたいと思います。

さて、話は変わりますが、表題は、南米のアンデス地方に伝わる「ハチドリのひとしずく」

という有名な物語を、７月の全校朝会の中でお話をしました。

森が燃えていました。 森の生き物たちは、われさきにと逃げました。

でも、クリキンディという名のハチドリだけは 行ったり来たり

口ばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは 火の上に落していきます。

動物たちはそれを見て、「そんなことをしていったい何になるんだ」と笑います。

クリキンディはこう答えました。「私は、私にできることをしているだけ」

自分一人の努力に何の意味があるのかと、初めからあきらめてしまう人がいますが、

様々な困難や問題にぶつかっても、それを乗り越えようと、一人ではなく、みんながそれ

ぞれ小さな努力を重ねれば状況をかえることができるというお話です。子どもたちには、

クリキンディのように、あきらめずに自分のできることをやり続けてもらいたいと思います。

最後になりますが、今日で１学期が終了します。子どもたちの成長した部分や頑張った

部分については、ご家庭におかれましてもしっかりほめてあげていただきたいと思います。

そして、明日からの夏休みは、水難や交通事故に十分気を付けて、充実した有意義なもの

にしてもらいたいと思います。

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います。

７月１５日(水)に今年度１回目の音読発

表会を行い、１年生と２年生が詩の群読の

発表を披露しました。１年生は入学してか

ら３ヶ月しか経っていませんが、声をそろ

えてスラスラと発表することができました。

２年生は詩の内容に合わせて、動作を交え

ながら表現豊かに発表することができまし

た。この後、１０月に 3･4 年生の発表と

１２月に 5･6 年生の発表を予定しておりま

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 塚本 怜生 赤松 侑々 佐藤 永久 泉 祐成 佐藤 永久 塚本 怜生
Ｍ １年女子 森 澪月 髙田 芽衣 坂上 芽生 500 森 澪月 坂上 芽生 渡辺 倖果
走 ２年男子 向井 悠翔 佐藤 智太 遠藤 誠也 Ｍ 佐藤 智太 向井 悠翔 竹田 拓斗

２年女子 澤 栞奈 天川 明希 小松平穂乃 小松平穂乃 天川 明希 澤 栞奈
80 ３年男子 森 響輝 吉川 侑吾 森 悠斗 岩田 純哉 森 響輝 吉川 侑吾
Ｍ ３年女子 升田 花奈 髙橋 千温 工藤 優夏 800 髙橋 千温 工藤 優夏 升田 花奈
走 ４年男子 丹野 優志 板垣 祐貴 京谷 星凪 Ｍ 丹野 優志 板垣 祐貴 京谷 星凪

４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
100 ５年男子 冨樫 白桜 天川 隼 伊藤 柊 1500 伊藤 柊 天川 隼 西島 諒
Ｍ ６年男子 粕谷 亮輔 奥田 純也 秦 雅人 Ｍ 奥田 純也 細見 和人 粕谷 亮輔
走 ５年女子 斎藤 彩羽 反保 紅葉 滝澤 凜 800 斎藤 彩羽 小西 めい 滝澤 凛

６年女子 庄子 乃杏 斎藤 百夏 森 玲那 Ｍ 斎藤 百夏 庄子 乃杏 森 玲那
１年男子 塚本 怜生 佐藤 永久 岡部 征永 佐藤 永久 竹内 結人 岡部 征永
１年女子 高田 乃杏 森 澪月 坂上 芽生 立ち 髙田 芽衣 高田 乃杏 森 澪月

ソ ２年男子 遠藤 誠也 佐藤 智太 西島 潤 幅跳 向井 悠翔 佐藤 智太 遠藤 誠也
フ 西島 潤
ト ２年女子 丹野 海那 井上 絢菜 澤 栞奈 井上 絢菜 加茂 莉夏 丹野 海那
ボ 土屋 結愛ー

３年男子 森 悠斗 奥田 啓太 森 響輝 森 悠斗 森 響輝 岩田 純哉
ル 奥田 啓太
投 ３年女子 冨樫はん杏 北川よしの 髙橋 千温 走り 升田 花奈 髙橋 千温 工藤 優夏
げ ４年男子 板垣 祐貴 増田 碧 丹野 優志 幅跳 丹野 優志 京谷 星凪 板垣 祐貴

４年女子 加地 風香 森井 柚羽 村上 華菜 森井 柚羽 加地 風香 菅井 楓花
滝澤 葵

５年男子 冨樫 白桜 別府 和磨 横山 大兜 伊藤 柊 冨樫 白桜 天川 隼
別府 和磨

５年女子 斎藤 彩羽 小西 めい 村上 綾香 斎藤 彩羽 滝澤 凜 村上 綾香
６年男子 奥田 純也 渡辺 光弥 吉川 倖生 粕谷 亮輔 奥田 純也 秦 雅人
６年女子 花谷 愛生 森 玲那 暮地 柚羽 庄子 乃杏 森 玲那 斎藤 百夏

※太字は大会タイ記録

学校では、夏休み中の生活の目標や計画を具体的に立て、時間を有効に活用することが

できるよう指導してきました。学校から配布しました「夏休みのこころえ」をご確認いた

だき、次の点についてはご家庭でも重ねて指導をお願いいたします。

挨拶ができる子ども 水の事故に注意

◆地域の中で知っている人に出会ったら元気良 ◆海や川へ行くときには、必ず責任ある

く挨拶ができる。 大人と一緒に行く。

自然体験や地域活動を 外出時の約束

◆地域のお祭りや行事には積極的に参加しよ ◆必ず行き先・同伴者・帰宅時間を

う。 告げる。

交通安全に注意 花火は大人と一緒に

◆自転車は安全な運転に気を付け、片手やわき ◆必ず大人が付いて行ってください。打

見運転はしない。 ち上げ花火は特に注意が必要です。


