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校内マラソン大会の感想です（みんながんばりました！） 

(№29 27.12.4) 

●１０位以内に入れてよかった。（みおん） ●ベストをつくせてよかった。（ゆうた） ●がんばって

走ったら１人ぬかせてうれしかったです。（なな） ●女子３位がとれてうれしかったです。（ゆう） ●

男子で３位でくやしかったです。（はる） ●とちゅうで足をひねってなければよかった。（みつき） ●

頭が痛くなって走れなかったけれど，その分応援をがんばりました。（みゆ） ●最後まであきらめずに

がんばりました。（かえで） ●１０位になれてよかった。（かずき） ●もしも歩かなければ１５位に

入れたと思います。（ひろと） ●１４位以内になってうれしかった。（あやと） ●私は金メダルをと

ったのが初めてだったので，とってもうれしかったです。（りこ） ●もっと体力をつければ一けたの順

位をとれたと思いました。（はるや） ●順位がこれまでで最高記録だった！（めい） ●（走るのが）

つらかったです。（すずね） ●去年より順位が上がってよかった。（しょうた） ●楽しかった。（ゆ

うや） ●つかれた。（ひゅう） ●１０位以内に入れてよかった。（りさ） ●津澄小最後のマラソン

大会で銀メダルがとれてうれしかったです。（つばさ） ●２０位以内に入れてうれしかったです。（た

くと） ●女子の中では２位でとってもうれしかったです。（さやの） ●メダルをとれなくてくやしか

ったけれど，２０位以内に入れてうれしかったです。（けい） ●津澄小最後のマラソン大会に出られな

くてイヤだった。（あやか） ●去年より順位が上がったのでうれしかったです。（さくら） ●去年よ

りいい方だし，２０位以内だったのでよかったです。（りく） ●１位をとれてうれしかった。（○みあゆ

む） 

 

秋の俳句をつくりました(№28 27.11.27) 

 国語の授業で秋の俳句をつくりました。子どもの感性の豊かさに驚かされました。その中から，作品を

いくつかご紹介いたします。 

さつまいも 食べたらほかほか あったかい(I.T)   赤とんぼ おさんぽしながら 遊んでる(I.R) 

さんまはね あぶらいっぱい 身がおどる(O.M)    虫たちは 元気になくよ この秋に(O.K) 

秋が来て 色づく木々が きれいだな(K.M)      松虫が きれいな声で ないている(K.S) 

川岸で 風がすすきに 話したよ(S.K)        紅葉だ 山が二色 赤黄色(S.H) 

ハロウィンは おばけたくさん 夜遊びだ(N.Y)    今夜聞く 虫が奏でる ハーモニー(H.R) 

 



行方市小中学校音楽発表会の作文から(№27 27.11.20) 

 １１月１８日（水）に，行方市文化会館で音楽会を行いました。参加するのが初めてだったのできんち

ょうしました。わたしは練習ではあまり大きな声ではなかったけれど，音楽会ではがんばって大きな声を

出しました。でも，のどがいたくてあまり高い声が出せなかったのが，ざんねんでした。それでも，わた

しががんばったのは，「気球に乗ってどこまでも」の中間部，「ランララランランランラン～」と，歌う

ところです。手拍子に声が負けないように，大きく歌いました。 

 ほかの学校の演奏でよかったのは，北浦中学校です。３年生の声が一番大きく，その中でも，男子の低

い声がよくひびいていました。それと，北浦中の吹奏楽はきれいなひびきで，音がよく混ざり合っていた

ので，わたしは中学生になったら吹奏楽部に入りたいなと思いました。（N.O） 

※初めての音楽会。自分たちも一生懸命に歌ったけれど，それ以上に，中学生の演奏のすばらしさに心を

打たれたことがよくわかりました。何かにあこがれる気持ちをもつことは，自分の成長にとても大切です。

目標をもち，日々の学習や体験を大事に積み重ねていってほしいと思います。 

 

津澄ふれあいフェスタの作文から(№26 27.11.12) 

 津澄小最後の津澄フェスタでとっても楽しかったことは３つあります。 

 １つめは，合唱です。みんなで心を合わせて歌った合唱はとっても楽しかったです。けれど，練習の時

とぜんぜんひびきがちがっていたので，少しむずかしかったです。音楽会では上手に歌いたいです。 

 ２つめは，四年生の朗読劇「ごんぎつね」です。楽しかったけれど，きんちょうして動きがにぶくなり，

うまくできませんでした。でも，とっても，とっても，いい劇になったと思います。 

 ３つめは，有志発表です。その中でも，優ちゃんと楓ちゃんは，と

ってもかっこよく，かわいいダンスと踊りを見せてくれました。 

 津澄小にとっても，私たちにとっても，最後の津澄フェスタ。とっ

ても，とっても，とっても楽しかったです。いい思い出になりました。

（R.I） 

※一生懸命にがんばったことがよくわかる作文です。友だちのよさも

改めて発見でき，本当に思い出に残ったフェスタになりましたね。そ

の前向きな気持ちで，これからも楽しい学校生活を送ってほしいと思います。 

 

津澄ふれあいフェスタが行われました(№25 27.11.6) 

 １１月５日（木）に，津澄ふれあいフェスタが行われました。４年生は展示の部で，毛筆の書写作品と，
閉校記念作品「銅版レリーフによる思い出の津澄小学校風景」を展示しました。また，発表の部では，開会
式で４・５・６年生による合唱「気球に乗ってどこまでも」と「ホールニューワールド」を歌いました。学
年発表では，朗読劇「ごんぎつね」を披露しました。子供たちは，ごんぎつねの衣装を自作したり，網を持
参したり，魚を作ったりとがんばって準備し，朗読や演技に精いっぱい取り組むことができました。まだま
だ未熟な面はありましたが，意欲は伝わったのではないかと思います。保護者の皆様方にはお忙しい中，子
供たちのためにお越しくださいまして，ありがとうございました。大きな励みとなりました。これかもご協



力のほどよろしくお願いいたします。 

   
 

 

芸術の秋です(№24 27.10.30) 

 １１月を迎え，さまざまな芸術的な活動が行われます。５日の津澄フェスタでは，４年生は朗読劇「ご

んぎつね」を披露します。子ども達のお話の朗読に合わせて演技をする様子をご鑑賞ください。１８日は

４・５・６年生が行方市音楽会に参加します。発表順は午前の３番目です。詳しい日程等につきましては，

後日連絡いたします。         １１月の主な行事予定    

２日（月）小学校訪問（午後） 

３日（火）文化の日 

４日（水）津澄フェスタ事前準備 

５日（木）「津澄ふれあいフェスタ」，クラブ

活動 

９日（月）月例テスト週間，合唱指導（3・4校

時） 

１０日（火）全校朝会，貯金日 

１３日（金）茨城県民の日 

１６日（月）マナーキャンペーン（５校時） 

１７日（火）児童朝会，交流給食 

１８日（水）お弁当の日，行方市音楽会 

１９日（木）クラブ活動 

２０日（金）外国語活動 

２３日（月）勤労感謝の日 

２４日（火）清潔検査，個別面談（～２７日） 

 

 

「ぼくのお兄ちゃん」（家族の作文から）(№23 27.10.23) 

 ぼくのお兄ちゃんは，高校生です。ぼくと年がはなれているので，色んなことを教えてくれます。 

 ぼくが困っていたりなやんでいたりすると，よく話を聞いてくれて，ぼくをおこったりもするけれど，

いざとなったらたよれるやさしいお兄ちゃんです。（中略） 

 ぼくが生まれる時，お兄ちゃんは「絶対，弟がほしい」と，言っていたそうです。ぼくもお兄ちゃんで

よかったと思います。 

 バイトからつかれて帰ってきて，ぼくがテレビをつけっぱなしにしているときは，怒ります。ちょっと



こわいです。 

 でも，お兄ちゃんはお菓子作りが得意で，今までにいろんなお菓子を作ってくれました。ウーピーパイ

や，クッキー，シフォンケーキ，生チョコも，材料にこだわって作ります。冬に作ってくれるコーンスー

プは，最初からトウモロコシでたくさん作ります。ぼくはそれがとても好きです。 

 お母さんが仕事で帰りが遅い時は，ときどきお兄ちゃんがご飯を作ってくれたり，一緒にお風呂に入っ

たりします。 

 ぼくは，ぼくのお兄ちゃんがお兄ちゃんでよかったと思います。 

※本当に弟思いのいいお兄ちゃんですね。兄弟で助け合い，励まし合っていけば，どんな困難なことも乗

り越えていけそうですね。応援しています！ 

 

北浦地区小学校統合交流事業に参加しました(№22 27.10.16) 

 １０月１５日（木）に，１～５年生が北浦地区小学校統合交流事業に参加しました。 

 ４年生は始めに「猛獣狩りに行こう」という仲間づくりのゲームを行いました。４人組，２人組，８人組

と作っていき，他校の子たちと素早く仲間づくりができるようになってきました。 

 その後，１０のグループに分かれ，「５年生になったら，みんなでやりたいことを話し合おう」という活

動を行いました。自己紹介の後，みんなでがんばりたいことや，楽しくしたいことについて意見を出し合い，

画用紙にまとめていきました。最後に各班の代表児童が１つずつまとめた意見を発表して終わりました。来

年度北浦小学校の５年生として，いっしょに学校を作っていこうとする気持ちが養えたのではと思います。 

   
 

 

家族へのかんしゃ （Ｔ．Ｍ君の作文から）(№21 27.10.9) 

 お父さんは，いつも朝早くから夜おそくまで仕事をしていて，家族のためにがんばってくれています。

いつも土よう日にサッカーの試合があるときは，仕事を休んで見にきてくれたりします。サッカーにこれ

ない時は送ってくれます。仕事が早く終われば，学校でサッカーの練習もしてくれます。おかげで，ぼく

たちのチームは大会で５位になれました。 

 お母さんは，いつも朝いそがしいのに，ぼくと弟と妹のめんどうをみてくれて，ごはんも作ってくれま

す。食器洗いやせんたくや，ぼくはねぞうが悪いので，ふとん直しまでやってくれます。学校の日は，い

つもわすれものがないかかくにんもしてくれます。 



 弟は，いつも妹と遊んでいておもしろいです。妹もいつも楽しそうにわらっています。 

 お父さんとお母さんがいなかったら，こんな幸せはなかったと思います。 

 いつも，ぼくと弟妹の３人のめんどうをみてくれてありがとうございます。 

※普段思っていても，口に出して言えないことがあります。でも，こうして文にすることで思っている気

持ちが伝わります。家族みんながやさしい気持ちで暮らせることが，一番の幸せかもしれませんね。 

 

行方市環境美化センターを見学しました(№20 27.10.2) 

 １０月１日（木）に，行方市環境美化センターを見学しました。家庭から出るゴミの処理される様子を自

分の目で見た子どもたちは，さまざまな思いを抱いたようでした。後半は，リサイクルバッグを使った「エ

コバッグ作り」を行いました。さまざまな端切れやモールなどで飾り付け，世界に一つだけのマイバッグが

出来上がりました。今回の体験を通し，今まで以上に回りの環境に目を向けていって欲しいと願っています。 

   

１０月の予定 

８日（木）クラブ活動 

９日（金）貯金日，管理訪問 

１３日（月）月例テスト週間 

      児童朝会 

１４日（水）避難訓練 

１５日（木）北浦小交流事業 

      クラブ活動 

１６日（金）ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ食育ｷｬﾗﾊﾞﾝ 

１９日（月）マナー週間 

２２日（木）就学時健康診断 

２３日（金）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ訪問指導 

        外国語活動 

３１日（土）ＰＴＡ研修旅行 

      （横浜方面） 

 

 

運動会へのご協力，ありがとうございました(№19 27.9.24) 

 ２０日の運動会ではいろいろとお世話になり，ありがとうございました。子どもたちは自分のめあてに精

一杯取り組んだことで，失敗も成功も全て自分の成長に活かしていけると思います。思い出に残る運動会に

なりました。 

   



   

 

 

運動会の練習や係をがんばっています(№18 27.9.11) 

 運動会に向けて本格的な練習が始まりました。例年のような残暑がない分，体は楽ですが，グラウンド

が使えないのが困っています。それをやりくりしながら，ベストの状態をお見せできるよう，みんなでが

んばっています。４年生は，今年から運動会の係活動を行います。当日は競技や演技だけでなく，係の仕

事をしている姿にも目を向け，励ましていただけたら幸いです。 

放 送：理沙，芽衣 審 判：歩夢，斎，彩斗，卓人，那菜，采佳，大翔 

召 集：涼音，理恋，祐弥，澪音 得 点：優太，歩，一輝，翔太 

出 発：翼，利來 応援団：澪音，采佳，爽乃，那菜 

準 備：爽乃，優，未柚，楓，さくら， 桜弥，波月，彪，充輝 

 

 

運動会の練習が始まります(№17 27.9.4) 

 いよいよ今週から運動会の練習が始まります。子どもたち一人一人が，この体験で体を鍛え，心を育て

ていってほしいと願いながら指導したいと思います。なお，練習に伴って，授業の予定が大幅に変わって

おります。「→体育」となっている時間は，全校練習と中学年練習です。「（練習）」としてあるのは，

全体の計画だけでは補えない練習です。練習の進み方や児童の体調，全校練習との兼ね合い（天候不順等

の理由による計画の変更など）で変わってくる場合がありますので，時間割に示された科目の用意も併せ

て行ってください。また，汗をかきますので，汗ふきタオルや水筒（練習期間中のスポーツドリンク可）

などを持たせていただきますと助かります。どうぞよろしくお願いします。 

児童集合写真・航空写真撮影を行いました 

 １日には児童の集合写真を，３日には航空写真の撮影を行いました。航空写真撮影の方は２日に行う予

定でしたが，天候不順のため翌日に延期されました。雨の中，準備をして待っていた子どもたちは，飛行

機が飛んでこなかったことに少し残念そうでしたが，３日は予定通り行うことができ，ほっとした様子で

した 

 



いよいよ２学期のスタートです！(№16 27.9.1) 

 ４年生はけがや事故もなく，楽しく充実した夏休みを送ったような顔つきでした。２学期は，運動会，

津澄フェスタ，音楽会など，たくさんの行事があります。一つ一つしっかりと取り組み，成功させていく

ことで，みんなで大きく成長していきましょう。 

９月の行事予定です 

１日（火）：集合写真撮影，始業式，体位測定，一斉下校 15:00 １５日（火）：児童朝会 

２日（水）：航空写真撮影 １６日（水）：運動会予行練習 

４日（金）：計画訪問，一斉下校 15:00 １９日（土）：秋季大運動会 

８日（火）：全校朝会 ２４日（木）：クラブ活動 

９日（水）：貯金日 ２５日（金）：振替休業日 

１０日（木）：クラブ活動 ２９日（火）：清潔検査 

 

 

染め出しテストを行いました(№15 27.7.13) 

 ９日（木）の４校時に，歯に歯垢（しこう）がどれだけ付着しているかを調べる染め出しテストを行

いました。きちんと磨いているつもりでも，歯には歯垢が残っており，それが虫歯の原因になります。 

今回の体験で，自分の歯を大切にしようとする気持ちが育ってくれれば，と願っております。 

   

 

「禁句」と「愛語」（道徳授業のヒトコマから）(№14 27.7.3) 
 「今，クラスで一番直したいことは何ですか。」と，子どもたちに投げかけたところ，「ケンカをへらした

い」という意見が多数出ました。「じゃあ，なぜケンカになるのだろうか。」と，聞いてみると，「悪い言葉を

いってしまうから」と，「正しいことを言っても，その言い方が悪いから」の２つの理由が出されました。 

 「相手の心を傷つけるような言葉は，『禁句』といって，言われた人の命を奪う毒をもっています。そし

て，その毒はその言葉を使った人にも作用して，心がどんどんとむしばまれていくのです。」という話を聞

かせたところ，「そうなんだ」と，驚いた様子でした。「禁句の反対の力をもつ言葉を『愛語』といいます。

言われた人がうれしくなり，元気になる言葉です。そして，その言葉を言った人もいっしょに幸せになれる

のです。どんな言葉がありますか。」と聞いたところ，「ありがとう，おめでとう，よかったね，うれしい



ね，ごめんね，だいじょうぶ」などの言葉が出てきました。「『禁句』が減り，『愛語』がふえるとケンカ

もへってきます。愛語がたくさん生まれるようなクラスにしていきましょう。」といって授業を終えました。 

 

北浦小学校交流会に参加しました(№13 27.6.26) 
 ２５日（木）の３・４校時に，津澄小学校，武田小学校，要小学校の４・５年生が北浦体育館に集まって

交流会を行いました。最初に誕生月ごとのグループに分かれ，「今の学校から新しい学校にもっていきたいも

の」「北浦小学校にあったらいいもの」のどちらかを選んで話し合い，最後にその内容を発表しました。 

「温水プール」「ミニ水族館」「食堂」「くつろげるスペース」「コンビニ」「ゲームセンター」など，さまざ

まな意見が出され，北浦小学校へのみんなの思いが共有できた交流会となりました。 

   

 

アントラーズの選手とふれあいました(№12 27.6.19) 
 １７日（水）に，アントラーズの選手が津澄小学校を訪問しました。リフティングの技術を見せてもらっ

た後，ドッジボールやボールをうばうゲームなどをして楽しく過ごしました。子どもたちの感想も「アント

ラーズの選手がきてくれて本当にうれしいです。」「かっこよくてすごかったです。」「ドッジボールが楽しか

ったです。」「選手からボールをうばえたことがうれしかったです。」などの声が聞かれました。思い出に残る

楽しいひとときとなりました。 

 

 

プール学習，始まりました(№11 27.6.12)    

 ○１０日の朝：○子「先生，今日はプール入れるの？」○先「今の段階では，水温＋気温＝５０℃になっていな

いからダメだね。もう少し，待ってみよう」 

○昼休み：（ベランダからプールに向かう○先に向かって大きな声で）○子「先生～！プール入れますかあ～！」 

前日の雨により水温が心配されたプールでしたが，無事水泳学習を実施することができ，子どもたちは水

に入れて満足そうな様子でした。とは言え，水温は２５℃に達していなかったので，寒さを感じた子は途中

でも水から上がっていいよ，と，無理はさせない方針です。こうして津澄小学校第１回目の水泳学習を元気

に行うことができました。保護者の皆様方，準備等のご協力ありがとうございました。 



   

 

家庭学習，がんばっています！(№10 27.6.5) 

 「宿題」は，先生が学習の補充として出すもの。でも，それだけしかやらない子になってしまっては困り

ます。そこで，「家庭学習」という形で，５月の連休過ぎから取り組み始めました。家庭学習を行う主な目

的は４つ。①学習内容の定着，②自学の習慣化，③継続力の育成，④興味のある内容への追究，です。内容

は大きく４つに分けました。「漢字」「音読」「算数・社会・理科」「自主学習（何でも OK）」です。 

 また，家庭学習の励みとなるよう，毎月ミニ賞状を出すことにしました。学習の内容に応じて，「漢字賞」

「音読賞」「算数・社会・理科賞」「自主学習賞」，そして「学習時間賞」の５つです。賞の条件は，「毎日少

しでもいいから行う（前の４つ）」と，「毎日４５分以上行う（学習時間賞）」です。 

５月の取り組みの結果です。さやのさん，ななさん，かずきさん，みゆさん，さくらさん，けいさん，ひ

ろとさん，りくさん，ゆうさん，○みあゆむさん，たくとさんの１１名が受賞しました。特に，たくとさんは，

５つの賞全てに該当するがんばりを見せました。また，もう少しのところで賞を逃したものの，がんばって

いる子が他にもたくさんいました。おうちでも，「がんばっているね！」と，励ましてあげてください。 

なお，一人一人が記録カードをつけていますので，ときどき目を通していただければ幸いです。 

 

お弁当タイムの様子（その２）(№９ 27.5.29) 

   

 ６月の行事予定 
２日（火）所課長訪問      １６日（火）ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校 

４日（木）内科検診，金曜日課  １７日（水）ｱﾝﾄﾗｰｽﾞ学校訪問 

６日（土）PTA奉仕作業 7:00～  １９日（金）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ訪問 

９日（火）貯金日        ２３日（火）苗植え 

１５日（月）マナー週間，月例テスト週間 ２５日（木）北浦小学校交流会 

 

 

陸上選手の激励会を行いました(№８ 27.5.22) 

 １９日（火）の児童朝会に，４年生が中心となって陸上記録会の選手激励会を行いました。この日の



ために以下の役割を担当し，みんなで協力し合って立派な応援を行うことができました。 

○司会進行（あやと，りさ） ○はじめの言葉（なな） ○おわりの言葉（あやか） 

○プラカード（ゆうた，さくら，みゆ，つばさ，めい，りこ，けい） 

○応援団 ・団長（はる） ・副団長（ゆう，さやの） ・団員（かえで，りこ，かずき，しょうた， 

 ゆうや，はるや，ひゅう，ひろと，みつき，みおん，りく，○つあゆむ，すずね，○みあゆむ，たくと） 

お弁当タイムの様子（その１） ２０日（水）は，お弁当の日でした。お家の方が作ってくれたお

弁当をみんなでおいしくいただきました。次回のお弁当の日は市内音楽会の日になります。 

   

 

第３・４学年遠足に行ってきました！(№７ 27.5.15) 

心配された天気でしたが，雨に降られず，遠足に行ってきました。学校に戻ってきた後で，一番良か

ったのは何か尋ねたところ，２８名中２３名が「プラネタリウム」と答えました。空いっぱいに広がる

星やダイナミックな宇宙ステーションの画像などに心を奪われたようでした。そして５名が「科学体験

コーナー」をあげました。ジャイロの仕組みや巨大シャボン玉など，ドキドキわくわくするような体験

が味わえました。 

これから，ご家族でお出かけする機会がありましたら，ぜひまた訪れてみてください。 

   

 

第３・４学年遠足の行き先は・・(№６ 27.5.8) 

いよいよ，１２日に中学年の遠足が行われます。行き先は，つくばエキスポセンターと筑波実験植物

園です。エキスポセンターにはたくさんの科学体験スペースや，日本でも屈指の広さを誇るプラネタリ

ウムがあります。筑波実験植物園は，東京ドーム３つ分の広さにおよそ７０００種類の植物が生きたま

ま保存されています。どちらも一日じっくりと過ごしたい場所です。今回の遠足を通して，科学や植物



にいっそう興味をもってくれることを期待しています。 

   

 

行方消防署を見学してきました(№５ 27.5.1) 

２８日（火）に，社会科校外学習として，行方消防署の見学に行ってきました。初めに消防の働きや

仕組みについて丁寧に説明していただきました。その後，署内の見学，消防車や救急車の説明，防火服

の着用体験，救助訓練見学をさせていただきました。最後に，子どもたちが考えた質問に丁寧に答えて

下さいました。 

今回の学習により，自分の身の回りのくらしを守ろうとする意識が高まることを期待しています。 

   

 



楽しいお弁当タイム(№４ 27.4.23) 

１８日はお忙しい中，授業参観，PTA総会，学級懇談 

会にご出席いただきありがとうございました。当日， 

おいしそうにお弁当を食べている様子をどうぞご覧ください。 

 

交通安全教室を行いました(№３ 27.4.17) 

 心配された天気も回復し，１５日（水）の１・２校時に中学年の交通安全教室が行われました。 

 自転車の安全で正しい乗り方について，講師の先生に，次のご指導をいただきました。 

「小学生と７０才以上の人は自転車で歩道を通ってよい」「歩行者が来たら止まって待つ」「二列で走

行してはならない」「障害物があったら，一時停止し，後方を確認してから進む」「右手のブレーキに

は手をかけておかない（右ブレーキは前輪を止めるので，急ブレーキをかけると自転車が転倒してしま

うから）」 

 次に，体育館に設置されたコースを自転車に乗って練習

しました。みんな，とても一生懸命に取り組むことができ

ました。今回の体験を日常の生活でも生かし，安全に過ご

していただければと思います。 

 なお，交通安全教室を行うために，ご家庭から自転車を

たくさんお借りすることができました。この場をお借りし

ましてお礼いたします。ありがとうございました。 

 

楽しい学校生活を送るための“３つのやくそく” (№２ 27.4.10) 

 学級開きの日に，次の「３つのやくそく」を話しました。 

１ いのちにかかわるきけんなことは絶対にしない 

  「階段のところでふざけて押した」「座ろうとした友だちのイスをふざけて引いた」「道路でふざ



けていて，思わず飛び出した」など，甘い気持ちが取り返しのつかない事故を生み，大きなけがや死

に至ることもあるので，絶対にしてはいけません。 

２ 人の不幸の上に，自分の幸せを築いてはならない 

 「いじめ」のように，人を悲しませて喜ぶようなことは，絶対にしてはいけません。 

３ 注意されるのは３度まで 

  何回注意されても直らないのは，直す気がないから。それでは，自分の成長につながりません。 

 以上の約束をみんなで守り，子ども達が楽しく安心できる学校生活を送れるよう，努力してまいりま

す。 

 

一年間よろしくお願いします(№１ 27.4.6) 

 縁がありまして，４学年担任になりました沼田能昌です。一年間，どうぞよろしくお願い致します。 

 土子先生が手塩にかけて２年間育てたお子さんを大切にお預かりします。子供達が学校生活を楽しく，

そして健やかに成長できるよう，精一杯取り組んでまいります。 

自己紹介 名前：沼田能昌（ぬまたよしまさ）  住所：鉾田市安房 1375-3  ℡：0291-33-3932 

４月の主な行事予定 

６日（月）：始業式・入学式 

７日（火）：給食開始 

８日（水）：視力検査・体位測定 

１０日（金）：市教育総会，一斉下校 13:50 

１５日（水）：交通安全教室，ぎょう虫検査回収日 

１６日（木）：尿検査回収日，クラブ活動 

１７日（金）：１年生を迎える会 

１８日（土）：金曜日課，一斉下校 14:20 

授業参観・学級懇談・PTA 総会 

２０日（月）：家庭訪問（山田地区） 

２１日（火）：家庭訪問（山田地区） 

２２日（水）：家庭訪問（繁昌地区） 

２３日（木）：家庭訪問（吉川・中根地区） 

２４日（金）：振替休業日 

２８日（火）：児童朝会 

 


