
          

              

         

 

           成長を振り返り 来年に向けて 
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 校庭では山茶花の可憐な花が見られ、落ち葉が風に舞

い、冬の到来を肌で感じる季節になりました。早いも

ので、一年の終わりの月を迎えました。 

 11 月の後半から、感染性胃腸炎に罹っている人の

数が増えてきました。お便りでもお伝えしましたが、

予防のためには、手洗いを 30 秒ぐらいする必要があ

ると言われています。学校では給食時に「あわあわ手

洗いの歌」を流します。歌に合わせて、手洗いをしま

す。ご家庭でも、是非、歌に合わせてお子さんと一緒

に手洗いをしてみてください。   

そして、朝、登校前に必ずお子さんの健康観察をお

願いいたします。具合が悪そうなときには、無理をせ

ず、早めの治療を心がけてください。 

冬休み中も、手洗いとうがいをきちんと行い、生活

習慣を崩すことなく元気に過ごしてください。 

1 月 7 日には、元気に新年の挨拶ができるようにし

たいです。「手洗い・うがい・早寝・早起き・朝ご飯」

の励行をお願いいたします。 

 

個人面談が始まります。学校での学習の様子や生活

の様子についてお伝えし、成長を振り返り、新たなめ

あてについて話し合いを進めます。 

この時期 6 年生は卒業文集の製作が進められてい

ます。作文を書く活動を通して、成長を遂げてきた自

分自身を振り返っています。6 年生に限らず、成果・

成長を振り返り、できるようになったことで自信を深

め、新たな目標を立てるのには、冬休みは良い時期で

す。「一年の計は元旦にあり」新たな気持ちで、目標

を立てましょう。子どもたちには、12 月最後の朝会

で、目標を立てる話をします。 

 

 

11月は、4年生の宿泊学習がありました。初めての

宿泊に向けて、実行委員を中心に活動を進め、楽しい

1泊 2日を過ごしてきました。ダムの放流見学や物作

り、キャンドルファイヤーなど、宿泊では、一人一役

を経験し、一回り成長できたように感じました。 

3年生は音楽朝会で合唱と合奏を披露しました。 

3 年生の代表として、区の音楽会に 48 名の児童が参

加しました。全員が少し緊張した面持ちで指揮者を見

つめ、柔らかい声で合唱し、音色を合わせリコーダー

演奏をしました。3 年生、4 年生とも、友達と協力し

て一生懸命に頑張る姿を見ることができ、大変うれし

く思いました。 

年末が近づくと気持ちがわくわくします。冬休み、

クリスマス、大晦日、お正月と続くからでしょう。こ

の時期になると気持ちが落ち着かなくなります。  

また、暗くなるのが早くなります。安全に過ごすた

めに、この時期の過ごし方や約束を決めて、それを守

っていくようにしていただけたらと思います。冬休み

を健康に過ごし、一年の締めくくりをし、新しい年を

迎えられるようにお子さんと話し合ってください。 

平成 27 年も残すところ、1 か月となりました。寒

い季節、風邪など引きませんように健康にご留意くだ

さい。 

また、保護者の皆様、地域の皆様、本校の教育にご

理解いただき、ご支援、ご協力いただいたことに感謝

申し上げます。 

来年も、職員一同、都田西小学校の新たなる発展に

向けて力を合わせて行きたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。来る 2016 年が皆様にとって

よい年になりますよう願っています。 
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下校時刻の変更 

12/１ (火)・３(木)・７(月)・８(火)・1１(金)・１４(月)・１８（金） 

全学年短縮 5 時間授業 高学年 14:10 低学年 14:15 

12/２ (水) ４年５組…14:50 下校  その他の学級…１２:55下校 

12/４ (金) ４年５組…14:30 下校  その他の学級…通常下校 

12/2１(月) 全学年５時間授業 高学年 14：30 低学年 14：35 下校                   

12/25 (金)・１/７(水)  全学年４時間授業 高学年 1２:10 低学年 1２：15 下校 

 

 

日 曜 学校行事等 

１ 火 

短縮５時間 個人面談①  

人権週間   ～ 11 日(金) 

校内図工展 ～ 18 日(金)    ★ 

２ 水 
本の日 短縮４時間  

市一斉授業研究会        ★ 

３ 木 短縮 5時間  個人面談②        ★ 

４ 金 5 年区球技大会         ★ 

５ 土  

６ 日  

７ 月 
朝会（全）短縮５時間 個人面談③ 

研究授業(１０組)        ★ 

８ 火 短縮５時間 個人面談④     ★ 

９ 水 本の日 

10 木 生命安全教室 

11 金 
短縮５時間 個人面談⑤     

4 年人権出前授業        ★ 

12 土   

13 日  

14 月 朝会(低) 短縮５時間 個人面談⑥ ★ 

15 火 
クラブ⑨ 大掃除週間 ～25 日(金) 

都筑区図工巡回展 ～22 日(火) 

16 水 本の日 

17 木 集会 球技大会予備日 

18 金 
短縮５時間 個人面談⑦ 

３年都田西発表会        ★ 

19 土 PTA親子サイエンスショー・おもちつき大会 

20 日 地域防災訓練 

日 曜 学校行事等 

21 月 2 年音楽朝会         ★ 

22 火 クラブ⑩ ６年都田西発表会 

23 水 天皇誕生日 はまっ子お楽しみ会 

24 木 給食終了  

25 金 朝会（全）          ★ 

２６ 土 冬季休業～1/6(水) 

１月 

７ 木 朝会（全）書き初め～14 日（木）★ 

８ 金 給食開始 

12月・1月のスクールカウンセラー 

12/２(水)午前・12/９(水)午後 

12/1６(水)午前 

欠席のときは・・・ 

連絡帳でその旨を学校にお知らせください。ま

た、熱で欠席される場合は何度だったか、その

他の症状もお知らせください。 

養護の高橋典子教諭は、体調不良のため療休に

入っており、山本陽子教諭が指導にあたってお

りました。今後もしばらくの間、引き続き指導

することになりました。よろしくお願い致しま

す。 

学校納入金  ①１２月１０日(木) ②１２月２２日(火)   給食費振替日 １２月２９日(火) 

12 月の研究授業  国語 

4 校時（11:25～12:10）10 組 白井級  

5 校時（13:35～14:20）10 組 髙本級 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近隣の幼稚園・保育園の友だちを１年生の「秋

のおみせ」にご招待しました。 

1年 都田西発表会 

地域の方・保護者の方に感謝の気持ちを伝えました。 

地域の方々にお世話になりました。 様々な学習の場面で、地域の方々にご協力をいただきま

した。学校の中だけでは分からないときも、地域に出か

けていくことで多くのことを学ぶことができました。 

 

皇帝ダリア 

2年生 さつまいも掘り 10組みかん狩り 

総合学習 

せせらぎ：せせらぎのホタル

や鯉について詳しく知ること

ができました。 

せせらぎ水辺愛護会の方から

せせらぎの鯉の飼育について

教えていただきました。 

地域の方に畑を貸し

ていただいています 

今年は例年に比べて

豊作でした。 

地域の方の畑でみかん狩り。採りたて

のみかんはおいしかったです。 

2年生 生活科まちたんけん 

鴨居駅：始発電車に間に合うよう

に起きるため、起きる時間には枕

が上に膨らむようになっているこ

とを教えてもらいました。 

京セラ：使う人が便利だと感

じる携帯電話の開発をしてい

ることがわかりました。 

3年生 社会科見学 

ららぽーと：防犯カメラがたく

さんあって、お客さんの安全が

しっかり守られていることがわ

かりました。 

地域の方が植えてくださった皇帝

ダリア。３メートルほどの高さま

で成長して、大きな花を咲かせま

した。 

この他、杉山神社や加

賀原ケアプラザ、池辺

町交番などでたくさ

んの方々にお世話に

なりました。 

 

四つ葉の会 



 

 キャンドルファイヤーの「今日の日はさような

ら」で笹沼先生がろうそくを消した時、感動しま

した。「もう終わりなのか。終わりたくないな。」

と思いました。タイムスリップできたらまたもど

って楽しみたいです。   （４年 北川 萌花） 

２日間、部屋や活動班のリーダーとして、しお

りをこまめにチェックし、「次なにするの」と今

まで言っていたのが、「次は〇〇するよ」と言う

ように変われました。これからも次を予測し、自

分から動ける人になりたいです。（４年 姫野 

文音） 

違うクラスの人と心を合わせて、協力してやりき

り、雨でも負けないくらいの元気で無事帰って来るこ

とができました。4 年生全員のきずなが深まったと思

いました。この愛川をもとに、これからも心を合わせ

て成長していきたいです。   （4 年 佐藤 夏菜） 

この愛川体験学習で、「みんなでそろえること」が

ますます習慣となった気がします。これからも色々な

ことでそろえられたらいいなと思います。火の女神様

にもらった４つの火をみんなでもっと大きくして、学

校のお手本になりたいです。  （４年 髙𣘺 美羽） 

 2 日間しかなかったけど、部屋はんや活動はんの人

ときずなを深める事ができました。楽しい思い出や、

いろんなことを学ぶことができました。本当に愛川体

験学習に行ってよかったです。（4 年 島村 華和） 

シーパラダイスでイルカショーや海の生き物を見ることができて、よ

かったです。いろんな学校の人といっしょにあそんで、おしゃべりをし

てなかよくなれました。とても楽しかったです。 （４年 桑原 星南） 

交歓会ではゲームの説明をわかりやすくすることができました。クラ

フト活動でキーホルダーを作ったことがとても楽しかったです。また来

年も行きたいです。               (４年 鈴木 暖人) 

イルカとアシカを見ました。イルカのジャンプがすごかったです。み

んなでひろばでおにごっこをしました。とてもたのしかったです。 

                    （2 年 しおざわ あゆむ） 

シーパラダイスでみんなとなかよくできたし、リーダーとして、みん

なをまとめられたのがうれしかったです。前はリーダーになる自信がな

かったけど、やってみてとても楽しかったです。 （５年 大塚 龍飛） 

１０組上郷宿泊訓練 

4 年 愛川体験学習 


