
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   豊一小 本当の勝負は ここからだ！    有明 志郎  

 

夏休みはどうでしたか？ 

この 2 年間に出来なかったことが、少しは出来ましたか？ 

田舎のおじいちゃん、おばあちゃんにも会えたかな？ 

楽しい場所にも行けた？ それは USJ やディズニーじゃなくても、山で採ったカブトムシや

トンボかも？海でひらった貝殻かも知れないね。 

 校長先生は子どもの頃はずっと四国の観音寺のおばあちゃんの家に一人で行ってました。国

鉄（今の JR）の電車の乗り換えを紙に書いてもらって、必死で行きました。昔は宇高連絡船

（岡山県の宇野から香川県の高松まで電車を積んで渡るフェリーみたいなの）に乗ります。 

その出航の時に何十本の紙テープを投げます。見送りの人が港の防波堤に降りていて、必死で

手を振り見送ります。自分は特に見送りの人もいないんですが、一緒になって手を振ってると、

涙が出てきました。 そしてデッキで讃岐うどんを食べる。 

 そのあと、高松港に着いたら、走って地元のディーゼル機関車に乗り込みます。 

そこで食べるゆで卵がおいしかったです。  

 観音寺の駅からはおんぼろバスです。やっとバス停で降りると、遠くの山の下におばあちゃ

んの家が見えます。そうすると、飼い犬の「ポチ」が田んぼ道を走ってお迎えに来てくれます。

田んぼ道をおばあちゃんが手ぬぐいを頭に巻いて、ぼちぼち迎えに来てくれます。 

そしてずっと、山に登ったり、川にもぐったりして、いなかの生活を送ってました。 

 それで終わりだったらよかったんですが、 

夏休みの宿題をやってない。 夏休みの自由研究？ 全～くできてない。 

 焦って、おかんに「とりあえず、模造紙買ってくる。」とあてもないのに 2 枚も買って来る。 

いよいよ夏休み最後の日。何も降りてこない。ところが、庭に出てみると、カリカリになった

ミミズの死骸がぽろぽろ見つかって、その姿を何気なく眺めてたら、「ミミズの研究」が頭の中

に現れた！？本当だから仕方ない。 それをろくに何も調べないで、いきなりマジックで描い

てしまう。色も塗った。「ミミズはこうして前に進みます」「餌はこんなの食べます」「暑い日に

は土から出てきて、カリカリになって死んでしまいます」最後のは実際に見たけど、あとはボ

ンヤリ思いついたまま。しかし自信満々に書いてるからコワイ。 

 １ヶ月後、市民会館にそれが何かの賞をもらって、張り出されて、ぞっとしました。 

しかも、堂々と親子で見に行った。ええ根性してたなあ～！と感心するやら、情けないやら。 

さて、６年生は７月２６日～２７日に見事！「臨海学習」をやり遂げてきました。詳しくは

裏をみてください。みんな逞（たくま）しくなって、真っ黒になって帰って来ました。 

次の、みんなの目標は運動会かな？ 今年は２年、４年、６年だけでやる音楽会かな？ 

何か目標をもって、自分を鍛えて、伸ばして、丸まって、ジャンプしてください。 

 ２０２２年の秋。本当の勝負はこれからです。まずは好きなことに熱中しよう！ 
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8/25 木 始業式 12：00 下校 

26 金 給食開始 二測定６年 ICT サポート 

27 土  

28 日  

29 月 
二測定５年 AET            夏休み作品展 

30 火 学校公開（水曜時程で５時間授業 14：15 下校） 

31 水 学校公開（水曜時程で５時間授業 14：15 下校） 

1 木 二測定４年 

2 金 

短縮５時間授業 14：00 下校 

二測定３年  ダンス出前授業 4-5、4-1 

大阪８８０万人訓練 

3 土  

4 日  

5 月 
クラブ AET ICT サポート 

二測定２年 

6 火 二測定１年 AET 

7 水 不審者対応訓練 

8 木  

9 金 ダンス出前授業 4-4 

10 土  

11 日  

12 月 児童委員会 AET 

13 火 読みつたえ３年 教育相談 AET 

14 水 
研究授業 4-1（14：25 下校） 他クラスは 13：25 下校 

AET 

15 木 AET 

16 金 ダンス出前授業 4-3、4-2  AET 

17 土  

18 日 敬老会 

19 月 敬老の日 

20 火 ICT サポート AET 

21 水 風災記念日  ４時間授業 

22 木  

23 金 秋分の日 

24 土  

25 日  

26 月 AET 

27 火 教育相談 ICT サポート AET 

28 水 AET 

29 木 AET 

30 金 運動会前日準備（水曜時程） AET 

 

◆教員配置 
 ８月から産休代替教員が配置されました。 

支援学級、主に３年生を担当します。 
 

◆学校公開について 
 8/12 にミマモルメでお知らせしたとおり、８/３０

（火）、３１（水）両日とも、授業の時程を水曜日の

ものとします。体育館の夏休み作品展は両日とも

12：25～13：25 を保護者見学の時間とします。 
 

◆熱中症予防 
 ９月もまだまだ暑いので、引き続き登下校はノー

マスクノーボイスでお願いします。また、運動会練

習等も始まりますので、運動会までの期間は水筒

の中にスポーツドリンクを入れて持たせていただ

いてかまいません。 
 

◆教育実習生がきます 
 9/1～10/1 の期間で、２名の実習生がきます。 

4-5 と 5-5 に配置します。 
 

◆地域行事の実施について 
 しばらくできなかった地域行事を今年は実施の

方向で動き出しました。10/9市民体育祭、11/3

公民館文化祭はこの日で実施予定です。児童の

参加を募ることがありますので、追ってお知らせし

ます。 

９月行事予定 

１０月の主な予定 

１ 土 運動会 

２ 日 運動会予備日 

３ 月 運動会代休 

４ 火 給食なし・お弁当持参（２日に運動会実施

の場合代休になります） 

１１ 火 教育相談 

１２ 水 ４時間授業 

１７ 月 児童委員会 

１８ 火 ６年陸上大会 

２４ 月 クラブ 

２５ 火 教育相談 

２６ 水 3-1 研究授業 14：25 下校 

他クラスは 13：25 下校 

２７・２８ 木・金  ５年林間学習 

本人・同居家族の風邪症状の場合は、登校を控

えてください。（出席停止扱いです。） 

検査を受けたら学校への報告をお願いします。 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 佐津の海は 水が透明でした。魚もいっぱい泳いでました。その海をバディを信じて、 

自分を信じて 海や自然をリスペクトして 懸命に泳いだら 海の声がきこえました。 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 波や 流れや 風にさからわない。海の中では自分の浮力をつかって浮きます。 

 

ゴールで待ってるよ！「エ～ンヤ コ～ラ！！」  夕食にはカニが！！ 

 

たとえ 僕たちが 

卒業しても わすれない 



 

  

  

 

 あっと言う間に 駆け抜けた１学期でした。 

右も左も わからないまま 自分に余裕もなく 終わってしまった印象です。 

 ２学期は 自分に余裕をもって 今まで以上に 子どもたちと話をし 

今まで以上に 遊び！ かかわりを深めたいと思います。         ２の２担任 

 

 どうしたら 楽しくなるのか？ どんな活動をしたらいいのか 悩んで たくさん考え

ました。 失敗したり ちょっと成功したりを 繰り返して いろんなことに挑戦した１

学期でした。 

 ２学期も １学期以上に 楽しくなる授業や学級を 子どもたちと 作っていけるよう

に 挑戦していきます。                        ４の４担任 

 

 ２学期の目標 

 あっと言う間に 終わってしまった１学期でした。２学期は運動会をはじめ たくさん

の行事があるので、クラスのみんなで 楽しみながら 取り組んでいきたいと思います。 

                                  ３の４担任 


