鉢 っ 子

５日 （木 ） 、こ の日 は
残 暑の 中に も 心地 よい 秋
風 が感 じら れ る一 日で し
た 。鉢 っ子 た ちは 昼休 み
に なる と同 時 に元 気い っ
ぱ い、 笑顔 い っぱ いに 外
に 飛び 出し て 、思 い思 い
の 遊び に夢 中 にな って い
ま した 。た く さん の子 供
た ちが 楽し い 時間 を過 ご
していました。

日 （金） に１ 年生が 楽し みにし てい た成
田ゆ め牧 場（千 葉県 成田 市）へ の遠 足が 行わ
れま した 。当初 の予定 では 日（金 ）で した
が、 台風 号 の影 響で牧 場の 運営が でき ない
状況 があ り、こ の日 に延 期とな りま した 。大
型バ ス１ 台に２ 学級 が乗 りこみ 、学 校を ８時
分頃 に出発 、目 的地で ある 「ゆめ 牧場 」へ
は９ 時 分頃 に到 着しま した 。最初 に入 場口
前で 学級 ごとの 集合 写真 を撮り 、そ の後 学級
ごと にき ちんと 並ん で入 園しま した 。集 合場
所で 担当 の先生 方か ら説 明を聞 いた 後に 、子
供た ちは グルー プご とに アスレ チッ ク広 場や
どう ぶつ 広場、 そり 滑り 体験を 行い まし た。
お昼 は広 場でお いし いお 弁当を 食べ 、午 後１
時 分 頃にゆ め牧 場を後 にし ました 。小 学校
に入学して以来初めての遠足でしたが笑顔いっ
ぱい、元気いっぱいに楽しんできました。
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飛び交う昼休み（外遊び ）
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日（火）第３校時に「不審者」を想
定した避難訓練（危機回避訓練）が行わ
れました。不審者役には鹿嶋警察署の方
にお願いしました。今回はいつ、どこで
何が起きるか分からないことを想定（子
供たちや先生方には事前に知らせていな
い）して、不審者（不法侵入者）が突然
侵入したときの対応の仕方を全員が知り、
放送や教師の指示、誘導により安全に避
難ができるようにすることを目的に行い
ました。どの児童も指示された避難場所
に真剣に避難することができました。
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令和２年４月 鉾田一高・鹿島高
中高一貫教育校（県立併設型中学校）になる
１日（火） 管理訪問指導 委員会活動（5･6年生）
２日（水） 国体全校応援（ｻｯｶｰ観戦：新浜緑地）
1･4･5年生 10:25学校発 13:00学校着
2･3･6年生 12:25学校発 15:00学校着
６年生修学旅行(東京・鎌倉方面)～４

３日（木）
７日（月）
８日（火）
１１日（金）
１２日（土）
１４日（月）
１５日（火）
１８日（金）
２１日（月）
２２日（火）

２６日（土）
２８日（月）
２９日（火）

日（火） の児童朝会は体育委員会によ
る発表がありま した。内容は茨城県で行わ
れる国民体育大会（国体）についてでした。
前半は、国体に 関する様々な事柄の説明が
委員会の代表か らありました。児童は、大
き く投 影 され た プレ
ゼ ン画 面 を見 な がら
熱 心に 聞 き入 っ てい
ま した 。後 半は 、
月 ２日 に 行わ れ る全
校 応援 の やり 方 を全
員 で練 習 しま し た。
体 育委 員 の皆 さ ん、
ごくろうさまでした。
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９月

登校班会議 職員研修日
児童朝会 スタディタイム
２年生遠足（千葉市動物公園）
鉢形地区住民体育祭
体育の日 （スポーツに親しみ，健康
な心身を培う）
児童朝会 クラブ活動（4･5･6年生）
交通安全教室（佐川急便）
①②１～３年生，③④４～６年生
５年生遠足（上野動物園方面）
職員会議
即位礼正殿の儀(即位の礼の中心とな
る、即位した天皇が日本国の内外に
即位を宣明する儀式である。諸外国に
おける戴冠式、即位式にあたる。)
県東地区ものづくり児童生徒作品展
（チェリオ）～２７
職員研修日
児童朝会 市就学時健康診断（午後）

■ 中高一貫教育校とは，中学校入学から高校卒業
までの６年間，一貫した教育を行う学校です。
□

県東地区に属する「鉾田一高」と「鹿島高校」は他の３校と
同様に併設型の中高一貫教育校になります（令和２年４月に県
立の併設型中学校が誕生します。）。中学校と高校で校舎やグ
ランドを共有して使用します。また，中学校のみ「給食」が実
施されます。
□ 併設型中学校は１学年１クラス（男子２０名，女子２０名）
の募集で，適性検査等を経て，入学者選抜を行います。
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一輪 車 の 寄贈

鹿嶋市立鉢形小学校

夏 休み中に 、（公社 ）日
本一 輪車協会 より、本 校に
台の一輪車 を寄贈し てい
ただ きました 。これは 、体
育・ スポーツ 推進等の 研究
実践 を行って いる学校 に一
輪車 を通して 体力向上 に役
立て てもらい たいとい う趣
旨で寄贈されたものです。
大切 に使わせ ていただ きま
す。ありがとうございます。
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街頭キャンペーン

日（木）午後
４時 分～午後５
時 分に国道１２
４号 バイパスチェ
リオ 前交差点にお
いて 、各種団体の
方々 と一緒に「秋
の全 国交通安全運
動街 頭キャンペー
ン」 に参加してき
ました。 参加して感じたことは、この 時間
になると 交通量も増え、引っ切り無し に車
が往来す ることでした。交通事故のな い安
全で快適な鹿嶋市にしていきたいです。
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