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歯 と口 の健 康 週 間

田植え交流 （五年生）

田に入り、高校生と「あきたこまち」の苗を植えていきま

した泥水の感触に歓声を上げながら、代かきを済ませた水

えてもらったあと、冷たくてぬるぬる

校生から苗の持ち方、植え方などを教

生産科の二年生二十五人と、千丸にあ

五月十四日、新見高校北校地、生物

る実習田で田植えを体験しました。高

６月の下校時刻変更予定は次の通りです

六月四 日 火
( か
) ら 十 日（ 月 ）
ま で、歯 と口 の衛 生週間
です 。ご家 庭で も上 手
に みが けてい るか 見て
あげ てく ださい 。

いじめを許さない
明るく楽しい学校に

した。ほとんどの児童が初めての体験でしたが、高校生が

手を取りながら、とても優しく教えてくれたので、上手に

植えることができました。とても楽しかったようです。秋

（宮長 康典）

にも、稲刈りやライスパーティなどの交流があるので、と

ても楽しみにしています。

１日（月）全校朝会
４日（木）参観日・救急法講習会
１７日（水）・１８日（木）
宿泊研修（５年生）
１９日（金）終業式

学校 だより
岡 山県で は例年、 六月初 旬に「い
じめに ついて考 える週 間」を設定し
ています。本校でもこの期間中には、
①学校生活アンケートの実施
②全校児童対象の教育相談の実施
③「いじめ」に関わる道徳や学級活
動などの実施
を、取組の三つの柱としています。
また平素から、全職員が「児童の頑
張りや長所を率先して見つける」
「進ん
で声をかけたり相談にのったりする」
等を意識して、積極的な児童理解や生
徒指導に取り組んでいます。
幸いなことに思誠小学校では、深刻
ないじめ問題は発生しておりませんが、
他地域においては、いじめが原因によ
る重大事案が発生しています。
いじめを防止するには、
「いじめは、
どこでも、いつでも起こりうる。
」とい
う意識を、教職員・保護者が共有し、
「早
期発見・早期対応に努める」ことが、
とても大切になります。各ご家庭でも、
子どもの話にしっかりと耳を傾けたり、
家庭内や地域での行動の様子について、
気を配ったりしていただければ、意義
深い週間になると思っています。
そして、
「いじめを許さない、明るく
楽しい学校づくり」を協力・連携して、
さらに推し進めていきましょう。
（田槇 晃）

～７月の主な行事～

10 月 安全の日
11 火 避難訓練・防犯教室
ベルマークの日
12 水 学校集金口座振替日
13 木 ｢ごみの行方｣見学（４年１組）
自転車教室（３年生）
14 金 ｢ごみの行方｣見学（４年２組）
クラブ

曜
行
事
月 ネット講演会（5･6 年生、全保護者対象）
火 芸術鑑賞会
金 思誠っ子集会
防犯パトロール意見交換会
火 ベルマークの日・安全の日
木 耳鼻咽喉科健診（１・４年生）
学校・学年だより配付
金 クラブ

日 曜
行
事
日
３ 月 全校朝会・プール開き・委員会 17
いじめについて考える週間
18
(～９日） 21
４ 火 いも植え交流（２年生）
歯と口の健康週間 （～１０日） 25
５ 水 ふれあいタイム【ボランティア】 27
６ 木 歯みがき大会（４年生）
７ 金 代表委員会
28

運動会
校長 藤 森 貴 広
五月二十五日は、すばらしい天候に
恵まれ運動会を実施することが
できました。
保護者の皆様、ご家族の皆様、
地域の皆様等多くの方におい
でいただき、盛大な運動会と
なりましたことに心から感謝
申し上げます。
保護 者や地 域の皆様の応 援が子どもたちにとっ
ては励 みとな り、大きな 力となりました。運動 会
を終え 、達成 感いっぱいの子 どもたちの表情に喜
びとともに元気をもらえた思いです。
さて 、運動会の 起源は諸説ありますが 、明治時
代に 行われ た海軍兵学 寮や札幌農学校で開催 され
た運動 会が最 初と言われて います。思誠小学校で
も 平成十 七年度 二学期制試行に 伴い、運動会を秋
か ら春に 移し、 今のスタイルが定着 しました。ま
た、 二十五 年前の思 誠小学校の運動会は、 今の下
運動場 （当時 は中運動場 ）に全校児童が集合し 、
列にな って上 運動場に移動後 、整列して開会式を
行 ってい ました 。子どもたちが動 き出すと前が煙
るぐ らいの 砂埃が したものです。昼食 も子どもた
ちは 各教室 に入ってお 弁当を食べていました 。今
のよう にご家 族の方と一緒 にお弁当を食べるよう
になるまでいろいろと準備を要しました。
時 代やス タイルが変 わっても、運動会に臨 む子
ども たちの 思いは変 わっていません。一 生懸命演
技に取 組み、 高学年が低 学年に優しくダンスを 教
えたり声かけをしたりしている姿は今も同じで
す 。運動 会を成 し遂げた子どもた ちは、達成感と
とも に自分 への 自信を持つはずです。 行事を終え
るご とに成 長していく 子どもたち。本当に 頼もし
い限り です。 この経験を、 これからの学校生活に
い かして ほし いと願っています 。子どもたちへの
応援、これからもよろしくお願いいたします。

生活目標「安全に気を付けて行動しよう」

６月の行事予定

１６：００一斉下校
１４：３０一斉下校
思誠っ子集会
６校時カット
○２１日（金）
○２７日（木）

～ 年令和元年６月号 ～

たくましく
かしこく
やさしく

自分の力で歩む子に
学 校教 育目 標

