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第２学期スタート

今学期もご理解とご支援を

よろしくお願いします
校長

金三津

ひろみ

２学期が始まり、明るく元気な声が学校に戻って
きました。９月３日は、２学期最初の、そして今年
度 13 日目の「欠席０の日」となり、始業式には 250
名のたかせの子が勢揃いしました。きまりや約束を
守り、安全で有意義な夏休みを過ごしてくれたこと
を心から嬉しく思っています。
夏休み中には、子供たちが、地域の伝統行事や英
語サマーキャンプ等で活躍する姿や世代間交流コ
始業式 元気よく校歌を歌いました
ミュニティものづくり教室等で多くの方と触れ合
う姿を見ることができました。地域の方の指導の下、練習を重ねた獅子舞を披露した子、
英語劇で堂々と英語の台詞を話した子、地域の方の協力を得て初めての蕎麦打ちや陶芸
に取り組んだ子、自分の興味のあることに進んで挑戦し、好きなことや得意なことを通
して自信を深めている姿は、本当に頼もしく感じられました。その他にも、水泳練習や
自由研究等、夏休みだからこそできる様々な体験を通して成長した子供たちが、自信を
もって学校生活に向かうことができるよう、２学期も教職員みんなで力を合わせ、精一
杯、指導・支援に努めます。今学期もご理解・ご支援を賜りますよう、よろしくお願い
します。
この夏休み、皆さんは、いろいろなことに挑戦したことと思います。大きなことや何か特別
にすごいことでなくても、初めてできるようになったことや前よりも上手にできるようになっ
たこと、諦めずに練習したり努力したりしたことなど、一人一人にがんばったことが必ずあり
ます。この後、それぞれの学級で、自分のがんばったことを友達や先生に話したり、友達のが
んばったことを聞いたりして、自分や友達の成長を学級みんなで、喜んでほしいと思います。
そして、がんばったことや成長したことに自信をもって、今日から始まる２学期も一生懸命が
んばっていきましょう。
１学期、校長先生は、たかせの子のよいところをたくさん見付けました。挨拶が上手なこと、
人の話をよく聞くこと、きまりやマナーが守れること、下学年の人に優しくできる上学年がた
くさんいること。これらのことは、どれも当たり前のことでもなければ、簡単にできることで
もありません。また、一部の人だけががんばってできることでもありません。よい姿を目指し
てみんなでがんばっているからこそ、今の皆さんの姿があるのです。よい姿を続けていくにも
努力がいります。皆さんには、今の素敵なところを大切にして、これからも続けてほしいと思
っています。
長い休みが終わったこの時期は、少し元気がなくなったり、生活のリズムが崩れがちになっ
たりしやすい時期です。「もう少し休みたいな」「やる気が出ないな」などという気持ちから、
挨拶や返事の声が小さくなったり、ついつい自分のことだけを考えて行動してしまったりする
こともあります。そんなときこそ、元気を取り戻し、友達と仲よく、気持ちよく学校生活を送
ることができるようにするのが、「あったか言葉」や「あったかアクション」です。「大丈夫？」
「一緒にがんばろう」「がんばっているね」などのあったか言葉をかけ合い、励まし合ってい
きましょう。まず今日、みんなでできる２学期最初の「あったかアクション」は、この後に歌
う校歌を元気いっぱい歌うことです。校長先生は、たかせ小学校の校歌を歌うといつもすごく
元気が出ます。皆さんの歌声を聞いても元気が出ます。上学年の皆さんは、ぜひ、校歌の歌詞
の意味もよく考えながら歌ってください。体育館いっぱいにみんなで素敵な歌声を響かせまし
ょう。
（始業式の話より）

運動会に向けて

練習スタート！

９月 15 日に開催する運動会に向けて、練習が始まり
ました。今年の運動会スローガンは、「全力勝負 輝け
笑顔！心を一つに Ｇｏ Ｇｏ Ｇｏ！」です。このスロ
ーガンに表れているように、みんなが心を合わせ、全力
で取り組むことで、勝敗を超えた成就感や満足感を味わ
うことができる、そんな素晴らしい運動会になることを
願っています。出場する子供たちはもちろんのこと、参
観・応援する人にとっても心に残る運動会にすることが
できるよう、準備や練習をがんばりたいと思います。

《赤団・白団

結団式》

９月４日には、５・６年の応援団が中心となり、赤団
・白団のそれぞれが結団式を行いました。応援団の自己
紹介に始まり、どちらの団も気合いの入った応援練習が
繰り広げられていました。運動会本番までは限られた期
間しかありませんが、どちらも力を尽くして、悔いのな
い戦いを繰り広げてほしいと思います。

《「新布施谷節」の練習》
９月５日の朝活動には、新布施谷節の練習も始まりま
した。第１回目の練習は、１・２・６年生のみの練習で
した。振付がすっかり身に付いている６年生を手本にし
て、１年生は初めての踊りに挑戦です。２年生も少しず
つ振付を思い出し、何度か繰り返すうちに、１年生も２
年生も上手に滑らかな動きができるようになってきま
した。高学年から低学年へと受け継がれ、たかせ小学校
開校時から続いている「新布施谷節」、本番でも全校揃
って踊ります。お楽しみに。

100 走記録会を行いました
９月５日・６日、低・中・高学年の 100Ｍ走記録会
を行いました。運動会本番の 100Ｍ走では、タイムを
計測しないこととしているため、運動会前のこの時期
に、一人一人の記録計測を行っています。運動会の選
手リレーの選手選考も兼ねており、子供たちは、少し
でもタイムを縮めようと、緊張しながらも一生懸命に
走っていました。一人一人の記録は体育カルテに記載
し、お知らせします。

安全な運動会実施へ向けて ご協力をよろしくお願いします！
ＰＴＡ役員の皆様には、運動会当日、児童席・本部席テントの設営や万国旗設置、駐車
場整理等で、大変お世話をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
また、保護者の皆様には、学校より配布するお知らせをご確認いただき、観覧席の場
所の取り方や駐車場の利用等のルールやマナーを守って、みんなが気持ちよく参加でき
る運動会になるよう、ご協力をお願いします。

９月３日

県民一斉防災訓練 ～シェイクアウトとやま～
地震発生直後の安全確保行動を身に付けることを目指
して「シェイクアウトとやま」に参加しました。短時間で
したが、「しゃがんで」「隠れて」「じっとして」という
身を守るための行動を確認しました。訓練後には、県で災
害救助用非常食として保存されていた「カンパン」を一人
１缶ずつ、配布しました。ご家庭で試食され、非常時の行
動について話し合う機会にしていただければと思います。

「世代間コミュニティものづくり教室」ありがとうございました
夏休み中に開催された田家公民館主催の「世代間交流コミュニティものづくり教室」に、
３～６年生が学年ごとに参加しました。学校や家庭だけではできない貴重な体験ばかり
で、子供たちにとって充実した、心に残る１日となりました。
◆３年・おにぎらずと七夕飾り作り ７/30

◆４年・ジャンボ海苔巻き作り

７/26

◆５年・そば打ちと手話体験 ８/７

◆６年・陶芸教室

７/25

PTA 親子美化活動へのご協力

ありがとうございました

８月 25 日（土）PTA 親子美化活動を行いました。お忙しい
中、143 名の保護者の皆様にご参加いただき、グラウンド内や
敷地周辺の除草、窓ガラスや電灯拭き、トイレ掃除など、職員
や児童だけでは手の回らない箇所の清掃をしていただきまし
た。約１時間、汗だくになって熱心に作業に取り組んでいただ
き、校舎内外がすっきりときれいになりました。参加した３年
生以上の子供たちも、グラウンド内の除草や石拾い、ランチル
ームの椅子磨きに一生懸命に取り組んでいました。きれいにな
った校舎やグラウンドで、２学期もしっかりと学習や運動に励みたいと思います。

９月・10 月の主な行事予定です
※変更する場合もあります。
９月

７日（金）
８日（土）
10 日（月）
12 日（水）
13 日（木）
14 日（金）
15 日（土）
17 日（月）
18 日（火）
19 日（水）
20 日（木）
21 日（金）
22 日（土）
23 日（日）
24 日（月）
25 日（火）
26 日（水）
27 日（木）
28 日（金）
29 日（土）

10 月

１日（月）
２日（火）
３日（水）
４日（木）
５日（金）
７日（日）
８日（月）
10 日（水）
12 日（金）
15 日（月）
16 日（火）
17 日（水）
18 日（木）
21 日（日）
24 日（水）
25 日（木）
26 日（金）
28 日（日）
29 日（月）
31 日（水）

委員会活動
鷹施中学校体育大会
運動会５・６年係児童打合せ①（６限）
アルミ缶・エコキャップ回収日 貯金日
第 13 回市発明くふう展（～９/26 吉田科学館）
全校リレー（予備日なし） 運動会５・６年係児童打合せ②（６限） 民謡クラブ
運動会前日準備
たかせ小学校運動会（雨天順延）8:45～
㊗
敬老の日
振替休業日
アルミ缶・エコキャップ回収日
全校リレー（予備日 21 日） 学習習慣チェックデー
☆PTA 街頭指導（～30 日）
田家保育所運動会（雨天時：本校体育館） 市 P 連親学び講座（中央公民館）
㊗
秋分の日 黒部市児童クラブ大会（6 年生参加 9:30～ 黒部市民会館）
振替休日
魚津ブロック小教研（午後 先生方の研修会）のため 14:10 下校
アルミ缶・エコキャップ回収日 清掃強調週間（～10/３）
全校リレー（予備日 28 日）
教室ワックス掛け 第 13 回市小中学校児童生徒科学作品展（～10/８ 吉田科学館）
東布施保育所運動会
学校集金口座振替日
防犯パトロール隊の日
アルミ缶・エコキャップ回収日
学校訪問研修会（児童午後放課） 全校リレー（予備日５日） 民謡クラブ
富山県学校巡回劇場・落語鑑賞（３～６年）
区民体育大会
㊗
体育の日
アルミ缶・エコキャップ回収日 貯金日 ３年手洗い教室
委員会活動
魚津ブロック小教研（午後 先生方の研修会）
３年黒部市美術館出前講座 防犯パトロール隊の日 学習習慣チェックデー
アルミ缶・エコキャップ回収日
４年宿泊学習（あこや～の ～19 日） 民謡クラブ
市民体育大会
学習公開日 学校保健委員会・PTA 教養講座（4 限）アルミ缶・エコキャップ回収日
6 年学校ネットルールづくりワークショップ（5・6 限） 4 年環境チャレンジ 10 授業（５限）
全校リレー（予備日 26 日）
黒部市小学校音楽会（5･6 年児童鑑賞）
東布施公民館祭り
黒部市自作童話大会
就学時健康診断

