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【学校教育目標】 心身共に健康で、自ら考え、正しく判断し、自主的で、創造性豊かな児童を育成する
【めざす子どもの姿】
・・・ 他を思いやる子
・・・ 体をきたえ、安全に過ごせる子
・・・ 進んで学び、深く考える子
・・・ 仲良く、最後までがんばる子
【育成する子どもの目標】
「豊かな心」
～ 輝ける子ども ～

た
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す
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７月となり、１学期も
まとめの時期になりまし
た。４月に入学してきた
新入生も含め、子どもたちはすっかりその学年にふさわ
しい顔になってきました。１学期は様々な行事や校外学
習を体験し、充実した日々だったと思います。７月も健
康や安全に気をつけて、しっかり１学期の締めくくりを
してほしいと思います。
そして迎える夏休み。ご家庭におかれましてはお子さ
まと一緒に過ごす時間を大切にしていただき、日頃の学
校では学ぶことができない「夏休みだからこそ」と思え
る様々なことにチャレンジさせてみてはいかがでしょう
か。２学期は一回り成長した子どもたちを迎え入れたい
と思います。
９月になって、子どもたち全員が元気に、そして経験
した様々なことから得ることができた成果を持ち寄って
集まることを楽しみにしています。
５年生は5月30日(木)・31日(金)に１泊２日で、
八ヶ岳野外体験教室に行って来ました。雄大な自然
の中で、２日間を仲間と協力して活動し、楽しい思い出をたくさんつくってくることがで
きました。１日目は、火起こしから始めたバームクーヘン作り、そしてテンションマック
スのキャンプファイヤー、ナイトウォークでは真っ暗な夜の森を体験しました。２日目は、
雨が降ることも予想され、変わりやすい山の天候も考慮し、雨プロに変更しました。バー
ドコールを作ったり、みんなでレクリエーションをしたりと、みんなで楽しい時間を過ご
しました。帰ってきた子どもたちには、充実感であふれた笑顔がいっぱいありました。

６月１０日(月)、朝から雨模様の中、引き渡し訓練を実施させて
いただきありがとうございました。今回は、児童が学校での授業
中に大規模地震が発生したことの想定により、保護
者の皆さまにお子さまを迎えに来ていただきまし
た。海に近い学校ですので、校庭に避難するより、
耐震補強してある校舎内で待機する方が安全との判
断からです。前回は、火災想定で校庭へ避難する練
習をしましたので、場合によっては、校庭で引き取り等も想定されます。５００人以上の
子どもたちは、おしゃべりすることなく、先生方の指示にしたがって行動ができました。
また、保護者の皆さまも迅速に混乱なく、訓練に参加していただきました。
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海の日 社体プール開放（全日）
給食終了
3年PTA行事12:00～13:30
１学期終業式 ６年校内キャンプ
社体プール開放(全日）
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水泳大会練習13:30
23 火 水泳大会練習13:30
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交通安全教室

５月３０日(木)、１年生の保護者の方を
対象に本校の給食の試食会を行いました。
栄養士の太田、村松より説明があり、いた
だきます～。この日のメニューは「ソフト
めん、カレー南蛮、チンゲン菜とハムの炒
め物、冷凍みかん、牛乳」でした。
＜学校給食の歴史＞
1889年(明治22年)山形県鶴岡町が学校給食の
始まり。藤沢市では1947年(昭和22年)５つの小
学校で給食が始まり、1964年開校の高砂小学校
の給食は1967年から開始されました。
最近では和食も多くなりメニューも豊富になり
ました。また地産地消
として地元の食材を多
く使い、アイガモ米と
いう除草剤を使わない
米栽培のお米を使った
ご飯も出ます。

６月３日(月)、藤
沢市みらい創造財団
より実際にプールの
監視業務に携わる４名の指導員をお迎えし、
教職員対象の救命救急講習会を行いました。
これは１１日(火)より始まるプールの授業
に先立ち、子どもたちが安全に安心してプ
ールの授業が行えるようにするためです。
人工呼吸やＡＥＤの使用等、心肺蘇生につ
いて訓練しました。

5月29日(水) <３年生> 辻堂海浜公園にて実施

交通公園職員の方に自転車の乗り方や交通安全について教えてい
ただきました。自転車が乗れるようになると、すいすいとペダルを
踏んで前に進みたくなります。でも安全第一！気持ちよい初夏の風
を体いっぱいに感じながらコース内を自転車で走りました。

ごみ体験学習会

5月31日(金) <４年生> パティオにて実施

藤沢市環境事業所の方が来校し、ごみの体験学習を行いました。ごみのリサイクルにつ
いて教えてくれたリサイクルレッド、分別の大切を教えてくれた分別はかせ、そして実際
にごみ回収に携わる方々にもお話をていねいにしていただきました。
藤沢市で１台しかない廃油を燃料にしているバイオディーゼル燃
料のロードパッカー車も見ることができました。最後に４つのお願
いのお話「1)ごみになるものは買わない、2)レジ袋をことわる、3)
リサイクル品を買う、4)必ず分別をする。」がありました。

６月７日(金)、これまでに２回のたてわり活動で、グループ
の名前を決めたりカードゲームをしたりと、少しずつ仲良くな
ってきたみんなが、この日は学校中を使ってお楽しみ会を行い
ました。最初にアリーナに全校児童が集まり運営委員会の進行により開会式が行われて会
がスタート。集会委員会による数々のイベント、そして先生方もイベントに協力参加をし
て、会を盛り上げました。最後にもう一度アリーナに全員集合。楽しいひとときを満喫し
た子どもたちの笑顔でアリーナがいっぱいになりました。

６月１１日(火)、体育委員会によるプール開きに向けての集
会がありました。プールは子どもたちがとても楽しみにしてい
る授業です。安全にプールの授業が行えるように、校長より『安
全の鍵』を体育委員長へ授けました。
子どもたちへは、たかすなの『か』…「体をきたえ、安全に
過ごせる子」になってくださいと話しました。
体育委員会からは、プール学習のクイズがありました。
問題：「プールに入ってたら具合が悪くなりました。だけどプールに入っていたいから
先生に言わないでプールに入っていました。これは○か×か？」 もちろん×

５月２７日より行われてき
た体育委員会主催のこの大
会。昼休みを利用して、低中高ごとに対戦しました。運
営にあたった体育委員の皆さん、ご苦労様でした。すべ
ての試合をしっかりとサポートしてくれました。保護者の方も応援ありがとうございまし
た。優勝は低学年の部は２年１組、中学年の部は４年３組、高学年の部は６年３組でした。
しろ か

代掻き・田植え

6月11日(火)・13日(木) <５年生>
５年生は毎年、総合的な学習の時間で田植え
経験をします。11日は、「代掻き」と言って、田
起こしが完了した田んぼに水を張って、土をさ
らに細かく砕き、丁寧に掻き混ぜて、土の表面
を平らにする作業を行いました。
そして13日、ゲストティーチャーが来校し、
一つ一つ分かりやすくご指導いただきました。
代掻きした田んぼに全員が順番に入り、田植え
をしました。柔らかくさらさらした土を裸足で
感じ、新たな発見もしました。ペットボトルに
植えた苗もあり、収穫が楽しみです。

授業参観・懇談会

6月25日(火) <１・４・６年生>

6月27日(木) <２・３・５年生>

１学期の学習の成果、そして新しい友だちと過ごした３ヶ月を家
の人にもしっかり見ていただきました。顕微鏡で微生物を子どもた
ちと一緒に観ていただいた学級もありました。そして懇談会では、
１学期の子どもたちの様子や夏休みにむけてのお願いなどをお伝え
することができました。子どもたちも張り切っていました。

交通安全教室

6月12日(水) <１年生> 本校グラウンド

藤沢市役所防犯交通課より職員の方、そし
て藤沢警察署交通課よりお巡りさんに来てい
ただき、本校グラウンドに道路を描き、１年
生を対象に交通安全教室を実施しました。
子どもたちは、話をしっかり聞いて、横断
歩道を渡る練習をしたり、道路の右側を落ち着いて歩いたりすることができました。お話
の中で子どもたちへの質問がいくつかありました。その中の一つ。
Ｑ.横断歩道ではなぜ子どもたちは手を挙げて渡るのかな？
Ａ.子どもたちは大人よりまだ背が低いので周りからは見えにくいです。だからはっきりみんなが渡
っているのが見えるように高く上げます。

また、本校ＰＴＡ地域委員の方々にもご協力いただき、子どもたちに指導をしていただ
きました。ありがとうございました。
６月11日に『安全の鍵』の集会があ
り、プール学習開始の日でしたが、残
念ながら13日までは、天候が良くなかったり水温が上がらなかった
りで実施ができませんでした。そして14日、１年生が初めてのプー
ル学習を行いました。「バディ！」「おー！」と元気な声がプールに
響いていました。
東京オリンピック・パラリンピック競技
大会組織委員会が、東京五輪期間中に全競
技会場の入口を子どもたちが育てた花で彩
るプロジェクトを実施します。今夏行われ
るテストイベントに向け、藤沢市内では本
校と村岡小、八松小の３校が参加しました。
本校では４年生、栽培委員会、体育委員会が取り組んでくれまし
た。花はアサガオ。アサガオは外国人に人気のある花だそうです。
8月17日～22日まで江の島ヨットハーバーで開催されるセーリング
会場を彩ります。
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６月１１日(火)、昼休み
に今年度第１回目のＰＴＡ
サークルによる読み聞かせ
をしていただきました。毎月第２・４火曜日の昼休
みに第２多目的室(管理棟２階)で行っています。こ
の日は、「あめが ふるときちょうちょうは どこへ」と「せんたくかあちゃん」の２冊の
絵本でした。7月23日(火)に「夏のおはなし会」が学校であります。
7月24日(水)、手しごとの会では、羊の原毛を洗
ってフワフワひつじを制作するそうです。
詳細は配付されたプリントをご覧ください。
昨年度は虹染めのバッグやろうそく、羊毛のポーチを作ったそうです。
子どもたちと一緒のひとときをお過ごしください。
昨年度は約４万ポイント集まり、ドッチビー６
個とドッチボール６個に交換していただき、子ど
もたちが元気に遊べる遊具が増えました。また卒
業した６年生が在校生のために約1300点集め、サッカーボールと交換して
あげてと言ってくれたそうです。ありがとう。テトラパックの紙容器も点
数になるそうです。地域にもご協力いただいているとのこと。小さなベル
マークが大きな楽しみを届けてくれます！この箱にどんどん入れてくださ～い！

社会見学

6月19日(水)・24日(月) <４年生> 寒川浄水場・水道記念館・辻堂南部浄化センター

寒川浄水場では、相模川の水を12時間かけてきれいにする様子を見学しました。できた
てのおいしい水を飲んでみんな満足の様子だったようです。そして辻堂南部浄化センター
では、使われてきた水を微生物の力も借りてきれいにして川に流すところを見学しました。

プラネタリウム

6月27日(木) <４年生> 湘南台文化センターこども館宇宙劇場

プラネタリウム学習投影プログラムには、小学校４年生用・６年生用、中学生用の３つ
があります。そして小学校４年生は、藤沢市より交通費の全額補助があります。

お話宇宙船

6月21日(金) <１年生>

本に親しむことを目的として、毎年本校では、お話ボランティアの
方に読み聞かせをしていただいています。この日は、１年生が学級ご
とに多目的室でお話を聞きました。絵本を見せながらお話をしたり、
覚えている物語を子どもたちに語りかけるように話していただいた
り、落ち着いた雰囲気をみんなで感じることができました。

新体力テスト

6月18日(火) <５年生>

藤沢市みらい創造財団より職員の方、そして藤沢市体育協会より測定員の方、総勢17名
の方に来校いただき、５年生が新体力テストの実施をしました。
「新体力テスト」は、文部科学省が平成11年度より国民の体位の変化、スポーツ医・科
学の進歩、高齢化の進展等を踏まえた調査として実施しています。そのため実施年齢も6
歳から79歳までが対象となり、調査方法も年代によって違います。
５年生では、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、20ｍシャトルラン、立ち幅とび、
ソフトボール投げを行いました。実施項目の握力と50ｍ走は今後、学校の授業で行います。

鎌倉めぐり

6月6日(木) <６年生>

天候にも恵まれ、社会で勉強した鎌倉の歴史に実
際に触れあうことを目的に鎌倉へ行きました。出発
地は辻堂駅と藤沢駅に分かれ、グループで散策をし
ました。全員が集合する場所は昼食時の源氏山公園。
この日一日、みんなで仲良く行動ができました。

