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令 和 元 年 ９ 月 １ ０ 日

２学期が始まり１週間が経ちました。子供たちは学校の 夏休み中に，職員研修で様々な研修を行いまし
生活リズムを取り戻し，学習や運動に励んでいるところで た。学校のテーマ研修，教育委員会が講師の人権
す。夏休みの間，保護者や地域の皆様のご協力もあり，子 等の研修，学力検査や運動能力の分析，特別支援
供たちに大きなケガや事故がなかったことが何よりの喜び 教育，食育の研修，来年度から実施されるプログ
です。 ラミング教育などです。先生方がそれぞれの分野
しかし，今年も各地で大雨による被害や水難事故等，悲 で，資料を提示した研修ができました。学校内で

しい報道もありました。子供たちには，自然災害の怖さと これだけ充実した研修は，あまりできるものでは
水の事故防止について，繰り返し指導して ありません。
いきたいと思います。 研修の成果を
さて，運動場や体育館では，短距離走や 活かし，「児童が

リレー，表現運動や応援団の練習などが計 輝いている学校」
画され，運動会モードに入ってきています。 をめざし，質の
今年度は「創立１４０周年記念」として秋季大運動会が行 高い教育ができ
われます。いつもの練習にも力が入り，疲れて帰って来る るよう，今後も
こともあると思いますが，ご家庭でもお子さんのがんばり 職員で努力して
をほめて,励ましてあげてください。そして，「仲間がいる いきたいです。
から練習ができる。」「友達がいるから楽しく踊れる。」など
大切な存在である友達のことも声かけをお願いします。
また，運動会当日は，保護者や地域の方々との楽しい一

日を過ごしてほしいと考えております。子供たちはもちろ
ん，保護者・地域の皆様にとっても「創立１４０周年記念」
秋季大運動会がすばらしいものとなるよう，職員一同取り
組んでまいりたいと思います。当日は子どもたちに温かい
ご声援をよろしくお願いいたします。 ＰＴＡの夏休みプール開放の監視や２学期初め

の登校指導ありがとうございました。
『夏休みの思い出と２学期に頑張ること。』 今後も日頃からの安全への見守りをお願いしま

一年 岩川 ○ す。
ぼくの夏休みの思い出は，

高知のおじいちゃんの家に行っ
たことです。飛行機に乗って子
供だけで行きました。一番楽し
かったことは，レオマワールド
に行ったことです。ゴーカート
や海賊船に乗りました。海賊船

に７回も乗りました。怖かったけど楽しかったです。おじ
いちゃんとおばあちゃんにありがとうと伝えたいです。
２学期に頑張りたいことは，字をきれいに書くことです。

１学期は，書き順や姿勢に気をつけて書いたのでとてもい
い字が書けました。みんなから「いい字だね。」と言っても
らいました。２学期はカタカナや漢字も習うので丁寧に書
きたいです。次に頑張りたいのは，「長縄跳び」です。ぼく
たちは毎朝長縄の練習をしています。１年生は３人しかい
ないので，３・４年生に混ざって練習しています。「一・二
・三」とみんなで数えること。真ん中で跳ぶこと。一直線
になること。この３つに気をつけて練習すると，どんどん
跳べるようになってきました。２学期は，百回跳べるよう
にみんなで頑張りたいです。
２学期も毎日楽しく元気に

学校に来たいです。
（ ２学期始業式 児童代表の作文より ）

やさしく

かしこく

たくましく

１学期 学校関係者評価
１学期末に，地域の学校関係者の方々から，栗生小

学校に関する評価にご協力いただきました。

この結果を２学期以降の学校運営に生かしていきた

いと思います。これからもご指導よろしくお願いします。

（１.もっと努力 ２.もう少し ３.よい ４.大変よい）

評価項目 平均 評価項目 平均

教育活動の発信 ３．６ 防災・安全の確保 ３．５

意見等を聞く機会の確保 ３．３ 教室・廊下等の設営 ４．０

電話・接遇等の対応 ３．４ 地域意識 ３．２

校舎内外の整理整頓 ３．８ 児童の挨拶・礼儀 ３．０

学習での人材・地域の活用力 ３．８ 児童の交通安全マナー ３．０

地域への関心力 ３．６ 児童の素直さ ３．２

祝140周年記念秋季大運動会に向けて
栗生小学校長 西留 敦朗



と き：令和元年９月２２日（日）

午前８時４５分～午後２時４５分

※ 天候不良の時は，２３日(月)に順延します。

ところ：栗生小学校校庭

内 容：児童種目…かけっこ，団体種目，

全校ダンス，綱引き，紅白リレー，

少年団紹介

外部種目…保育園児のダンス，

未就学児のかけっこ，中学生種目，

来賓種目，高齢者種目，親子リレー，

マスゲーム，地域選抜リレー等

皆様，ぜひおこしください!!
お待ちしております♪

＜９月の主な行事予定＞
２日(月) ２学期始業式 ＰＴＡ登校指導(～６日)
２～７日 あいさつ週間

いじめ問題を考える週間
10～13日 給食指導週間
５日(木) ＰＴＡ実行委員会（19:30～）

10日(火) 授業参観・学級ＰＴＡ
13日(金) 一日遠足（大川の滝）

十五夜祭り（栗生・中間）
15日(日) 岳南中学校体育大会

16日(月) 敬老の日（栗生・中間敬老会）
17日(火) 運動会予行

19日(木) 運動会会場作り(PTA17:00～予定)
22日(日) 秋季大運動会(入場・開会式8:45～)

23日(月) 秋分の日(秋季大運動会延期日)
27日(金) 振替休日（運動会）

28日(土) 白百合保育園運動会（栗生小体育館）

＜10月の主な行事予定＞
13日(日) 町民体育祭（健康の森公園陸上競技場）
16日(水) 町小学校陸上記録会(５・６年，健康の森公園陸上競技場)

20日(日) 栗生区運動会（栗生小運動場）
24日(木) ５･６年３校(栗生･八幡･神山)交流学習会（八幡小）

31日(木) 読書祭り

南日本硬筆展 入賞おめでとう！
優秀賞 ２年 小倉 ○○

推薦 １年 上山 ○○

２年 井上 ○○

３年 須本 ○○ 日髙 ○○○ 小倉 ○○

金賞 ２年 小野 ○○ 永村 ○○

３年 渡辺 ○○

４年 岩川 ○○

５年 岩川 ○○ 江口 ○○ 井上 ○○

６年 日髙 ○○ 小野 ○○ 鎌田 ○○

福元 ○○ 岩村 ○○○

〇 今年度は，全員出品しました。練習の成果が出て

いるようです。
※ 外部への広報で,名前を加工しています。

５･６年生 水泳記録会 頑張りました
７月２３日(火)，町水泳記録会が，安房小学校にお

いて行われ，５・６年生が出場しました。

授業や放課後練習での限

られた短い時間の中，一人

一人がそれぞれの目標に向

かって練習を重ねました。暑

い中，応援に来てくださった保

護者の皆様方，ありがとうござ

いました。

〈５年 古市 ○○ さん8/1出校日 表彰式から〉

入賞おめでとう！
６年男子 100ｍ平泳ぎ 第１位 日髙 ○○ 1'51”6

５年男子 ２５ｍ自由形 第１位 古市 ○○ １９”０

５年男子 50ｍ自由形 第１位 古市 ○○ ４１”９

６年男子 100ｍ自由形 第2位 日髙 ○○ 1'39”2

なかよし運動会 あすなろ学級 入賞おめでとう！

１位 種目 早くやさしく(ボール回し競争)

ウミガメの放流
2０年以上前から栗

生小で続けているウミ

ガメの放流を今年度も

実施しました。夏休み

前に，ウミガメの卵を校

庭の孵化場（深さ60㎝

程度の大きな穴）に数回に分けて約３００個程度入

れました。

そして，９月４日に，

孵化したウミガメの赤

ちゃんを栗生浜に放

流しました。子供たち

も見守りながら海を見

続けていました。元気

に育ってくれることを願います。

奉仕作業へのご協力
ありがとうございました

８月１８日(日)，６時３０分からＰＴＡ奉仕作業を実施
しました。
台風後でしたが，朝早

くから保護者・地域の皆様
にご協力をいただきまし
て，トラックやグラウンド周
辺が大変きれいになりまし
た。子供たちも気持ちよく２学
期を迎えることができました。学校のことを気にかけてくだ
さる保護者・地域の皆様に感謝致します。
２学期に入ると，すぐに運動会練習が始まりました。

子供たちは，きれいになった校庭で気持ちよく開閉会
式の練習をしています。


