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 紫陽花が雨を受けて鮮やかに咲いています。紫陽

花の原産地は日本で、ヨーロッパやアメリカなどで

は、観賞用に広く栽培され、たくさんの品種が作り出

され、品種改良されたものは、セイヨウアジサイと呼

ばれるそうです。 

梅雨前線の影響で不安定な天候が続いています。

突然の大雨で、気温、湿度ともに高くなるため熱中症

や胃腸系の感染症も心配な時季です。これからは、暑

さ対策もしっかり考えて行かなければと思っていま

す。暑い夏にそなえ、体も暑さに徐々に慣れるよう

に、学校ではエアコンの使用を考えていきます。   

そして、自分の健康を自分で守る第一歩として、

「手洗い・うがい・規則正しい生活の励行」を伝えて

いきます。ご家庭でも、これに付け加え、「早寝・早

起き・朝ご飯」の習慣を続けていただきたいと思いま

す。 

６月１５日(月)にプール開きを行いました。１５日

は水温、気温ともに水泳学習には申し分ない日でし

た。６年生が先陣をきって入りました。最初に記録会

をし、今年度の目標を決めていました。その後は、天

候が定まらず、なかなか入ることができませんでし

た。プールバックを持って登校してくる子どもたち

に「今日はプール入れますか。」と聞かれることが何

度もありました。そのたびに「水温・気温がどうぞあ

りますように」と願っていました。 

水泳学習で大切なことは、先生の指示をしっかり

聞き、ルールを守り、安全に学習を進めることです。

今年も、安全に十分配慮し、楽しい水泳学習を行って

いきます。青空の下、プールから子どもたちの元気な

歓声が聞こえてくるのを楽しみにしています。 

７月３０日(木)に行う区水泳大会は、今年度は都田

西小学校で開催します。４年生以上で２５ｍ泳げると

参加できます。この大会では、自己ベストがでると、

その場で、アナウンスしてくれ知らせることになって

いるのですが、昨年は自己ベスト更新が相次ぎ、子ど

もたちの頑張りに感心したことを覚えています。努力

したことが目に見えて、結果として現れる水泳学習で

す。１５ｍ泳げるようになった児童が、次の日には、

呼吸の仕方をマスターし、２５ｍ泳げるようになった

こともたくさん見ています。これからの授業の水泳学

習や夏休みの水泳教室に進んで参加し、一人でも多く

区水泳大会に参加し自己ベスト更新のアナウンスを聞

かせてくれることを期待しています。 

子どもたちが待ちに待っている夏休みももうすぐで

す。長い休みに入りますが、夏休みならではの課題や

チャレンジしてみたいことをご家庭でもお子様と相談

して、計画的に進めてください。規則正しい生活を心

がけ、夏休み明けから始まる運動会の練習に進んで参

加できるように、体力作りも工夫してください。 

都田西小学校の学区は、子どもたちを中心に考えて

下さっている夏祭りや、地域行事、催しがたくさんあ

ります。私たち教職員も、休み中の子どもたちに会う

ことのできる貴重な機会として、参加させていただい

ています。巣立っていった中学生の素晴らしい活躍ぶ

りも楽しみの一つです。子どもたちは、地域で大切に

され、育まれ、成長していきます。地域行事と関わり、

将来は子どもたちが主催者側にたち、よき伝統の継承

者として育ってほしいと願っています。「手洗い・うが

い・規則正しい生活習慣・早寝・早起き・朝ご飯」で

健康に夏を過ごしましょう。 
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★印は下校時刻が通常と異なります。 

 

◎

7/14～7/16 ユニセフ募金活動◎ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7 月の研究授業 ７月２日(木)  「国語」 

4 校時  

11:25～12:10 

２年５組 山本 真由美 教諭 

３年２組 小山 隆介  教諭 

5 年２組 徳井 利沙  教諭 

5 校時  

13:35～14:20 

１年２組 栗城 郁子 教諭 

３年３組 小林 千紘 教諭 

６年１組 安部 勝志 教諭 

 

今年も各自治体、町内会等で夏祭り、盆踊りが行われます。地域の行事に進んで参加できるとよいですね。帰

宅時刻、お金の使い方など確認してから参加させるようにしてください。 

 

  

日 曜 学校行事等 

１ 水 本の日 カウンセラー午後 

２ 木 集会 研究授業③        ★ 

３ 金 学校保健委員会         ★ 

４ 土  

５ 日  

６ 月 朝会（高）短縮 5時間 個人面談①★  

７ 火 短縮 5 時間 個人面談② 犯罪防止教室 

★ 

８ 水 本の日 代表委員会 カウンセラー午前    

９ 木 短縮5時間 個人面談③     ★ 

10 金 短縮5時間 個人面談④     ★ 

11 土  

12 日  

13 月 短縮5時間 個人面談⑤     ★ 

14 火 短縮 5 時間 個人面談⑥ 区子ども会議 ★ 

15 水 本の日 カウンセラー午後 大掃除 

16 木 給食終了 4 年社会科見学（県警） 

17 金 朝会（全） 短縮４時間     ★ 

18 土  

日 曜 学校行事等 

19 日  

20 月 海の日 

21 火 夏休み水泳教室   夏季休業 

22 水            ～８/26(火) 

23 木   

24 金  

25 土  

26 日 夏休み親子工作教室 

27 月 夏季水泳教室 

28 火  

29 水  

30 木 区水泳大会（会場:都田西小） 

31 金 区水泳大会予備日 

８月 ９月 

8/15 土 都田中ブロックグラウンドゴルフ大会 

25 火 市水泳大会 

27 木 朝会(全)短縮 4 時間       ★ 

28 金                 ★ 

29 土  

30 日  

31 月                 ★ 

9/1 火 防災総合訓練 委員会 給食開始  

2 水 歯科巡回指導 

３ 木 運動会係活動（１年から４年は５時間授業） 

 ８月の学校納入金の口座振替は、1回目10日(月)、

2回目 2２日(水)です。 また、給食費の口座振替は、

7月29日(木)・８月３１日(月)です。 

★下校時刻の変更★ 

7/２(木)・３（金）5 時間授業  

下校時刻 高学年 14:30・低学年 14:35 

7/６・７・９・１０・１３・１４ 短縮 5 時間授業 

下校時刻 高学年 14:10・低学年 14:15 

7/１７（金）8/27(木)28（金）31（月）４時間授業 

下校時刻 高学年 1２:10・低学年 1２:15 

 

授業参観（１３ :３５～）懇談会（14：40～） 

９/８ （火）１０組、１年、３年、５年  

９/１１（金）２年、４年、６年   

ぜひ、ご来校ください。  



６月の行事から 

  

6 年生 赤城体験学習 ５/２８～5/30 

 普段話さない人とも学年

レクなどの困った時にお互

いに話し、助け合い協力する

ことができ、思い出ができま

した。（牧野 聖光花） 

 日光に行って、家康の墓や

華厳の滝が想像していたよ

りはるかに大きくてびっく

りしました。また、学年レク

では 6年生になってから一番

協力できました。（上田 賢） 

 キャンプファイヤーでは、

みんなで盛り上げて、学年の

きずながより深まったと思

いました。火が星のように見

えて、とてもきれいでした。 

(窪田 彩乃) 

キャンプファイヤーでは、

ゲームを担当し、準備、練習

を一生けん命に頑張りまし

た。本番は、みんなが面白か

ったと言ってくれて、うれし

かったです。 (村松 龍聖) 

うどん作りは力のいる作業でした

が、足でふんだときはぷにゅぷにゅし

て楽しかったです。みんなと協力して

作り、おいしく食べられてよかったで

す。        （大亀英里香） 

学年レクの練習をしていくうちに、

仲間とアドバイスをし合ったりほめ合

ったりして、お互いを信じ合うことが

できる仲になりました。（橋本健太郎） 

グループのまとまりや時

間を守る力は強くなりまし

た。また世界遺産も見ること

ができ、歴史の重みを感じま

した。    (松岡 里穂) 

 ３日間の中でいろいろな

場面で協力したり、遊んだり

する中で友達との仲を深め

ることができました。 

(松井 奈穂) 

 えん足のとき、かもいけこうえんに行ってログハウスに行

きました。ちかめいろはいろいろなところに行けて、それも

いろいろな人に会えてたのしかったです。  （山口 栞菜） 

ぼくは、リーダーになったのでドキドキもしたけど、楽し

い遠足になってよかったです。地下めいろがものすごくおも

しろかったです。友だちとごっつんこしました。おたがい「ご

めんね。」と言いました。ありみたいだと思いました。今日一

日楽しかったです。（佐藤亘哲） 

えん足で、ログハウスのちかでかくれんぼをしました。わ

たしがおにでしたが、なかなかみんなを見つけられませんで

した。でも、いっぱいあそべてよかったです。たのしいおも

い出にできました。(松本 莉奈) 

２年生 遠足（鴨池公園）５/２９ 



 

  

三崎漁港では、市場の人にマグロのこと

をたくさん教えてもらいました。その中で

も、マグロはずっと泳いでいるということ

にビックリしました。（石田 一真） 

焼き板では、板を焼くのが初めてだった

けれど、上手に焼けました。色もうまくぬ

れて大満足です！  （溝部 航貴） 

 マリンパークでは、班の人

といろんな動物を見ること

ができました。サメの肌やヒ

トデを触ることができ、良い

思い出になりました。 

（松澤 理央） 

 僕はバスレクのプロジェ

クトでした。みんなが楽しん

でやってくれるところを見

て、僕も楽しめました。 

（定司 啓太） 

 野外炊事では、まきの組み方

を考えて、火を起こすことがで

きました。みんなで協力したの

で、とってもおいしいカレーが

できました。 （加藤 黎唯瀬） 

 野菜を包丁で細かく切るの

が難しかったけど、今までのど

のカレーよりもおいしいカレ

ーをつくることができたので、

うれしかったです。（森 啓梧） 

5 年生 三浦体験学習 ６/５～６/６ 

 キャンドルファイヤーでは、

司会で緊張しました。でもおど

ったり、ゲームをしたりする中

で司会をするのが楽しくなり

ました。（児玉 亜梨沙） 

 ジンギスカンは３回もおど

り、たくさん汗をかきました。

そのため、お風呂が気持ちよか

ったです。（森本 美桜） 

１年生 遠足（川和富士公園）6/１８ 

 やまのぼりでむしのまあくをみつけ

ました。たのしかったです。 

（加藤 菜々実） 

かわわふじこうえんにみんなでい

きました。それでばったをつかま

えました。うれしかったです。 

（成田 斗羽） 

海の近くで、波からにげ

る遊びをしました。いつ大

きな波が来るか分からない

ので、どきどきしながら遊

びました。 （加藤 里桜） 

砂浜では、青春の気分を

味わい、野原では、そうか

い感を味わいました。とて

も楽しい一泊二日でした。

「三浦、最高！」 

  （細谷 旺佑）  

 やまにのぼりました。

けしきがとてもきれい

でした。（阿部 日香） 

ミッションでにおい

をするものをみつける

のがむずかしかったで

す。（木村 心温） 

 みんなといっしょにあ

そんだり、おべんとうをた

べたりして、たのしかった

です。   （竹内 葵） 

 クラスのみんなとハン

カチおとしをして、たのし

かったです。（椋木 結来） 



 

 

朝日新聞社の方から、新聞の記事ができる過程を

教えていただきました。実際の朝日新聞を一人１部ずついただき、インタビューの仕方を実践を交えて学

んだり、実際の記事に見出しをつけたりなど、体験型で楽しく学習しました。 

 

 ４年生 朝日新聞社 出前授業 ６/1 

１年生 ３年生 はまっ子交通安全教室 ６/２３ 

６年生 音楽朝会 ６/２２ 

見出しは、少ない文字で、記

事の内容が分かりやすいよう

に書くんだね。 

読みたい気持ち

にさせる見出し

を考えよう。 

急に飛び出すと 

車にぶつかることも

あるよ。 

駐車中の車があった

ら、車が来ないか確か

めてから歩こうね。 


