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「人の話をよく聞く人に」
校長

金三津

ひろみ

２学期が始まり、子供たちの明るく元気な声が学校に戻ってきました。幸い、夏休み
中に大きな事故やけが等もなく、全校児童 240 名が元気に２学期始業式を迎えることが
でき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。一人一人が興味のあることに進んで挑戦し、自信を深めている姿は、本当に頼も
しく感じられました。
始業式には、２学期は「挨拶」と「人の話をよく聞く」ことを、みんなでがんばって
いこうと呼びかけました。そして、「挨拶」と「人の話をよく聞く」ことの大切さや、
具体的にどう行動すればよいかについてそれぞれの学級で話し合ってほしいと伝えまし
た。今年度は、アクションプラン１の具体目標を「自分から進んで友達や教師に挨拶で
きる児童の達成率 80％」として、プロジェクト委員会が中心となって挨拶運動に取り組
んでいます。朝、児童玄関では、ほとんどの子供が元気な挨拶を交わしています。今後
は、来校者や登下校中に出会う地域の方への挨拶など、進んで時と場に応じた挨拶がで
きるようにしていきたいと考えています。
「人の話をよく聞く」ことについても繰り返し指導しています。多くの人が集まって
学習している学校では、「話す」時間よりも「聞く」時間が長くなります。ですから、
「聞く」時間をどのように有意義なものとするかがとても重要です。子供自身が、「話
を聞いてよかった」と実感したり、「聞いてもらって嬉しい」という思いをもったりす
ることにより、「積極的に聞く」姿勢を身に付けて
ほしいと思っています。また、「聞く」ということ
は、相手を大切に思い、尊重することです。互いの
思いを聞き合い、自分と異なる考えも認め合うこと
は、みんなが気持ちよく学校生活を送ることに繋が
ると信じています。
始業式から数日が経った昼休み、１枚の画用紙を
手に「校長先生、学級みんなで『話を聴く』ことに
ついて話し合ったので、そのときの話を聞いてくだ
さい」と言って、数名の６年生が校長室にやって来
ました。始業式で私が伝えたことを大切に受け止め
てくれたことが分かり、とても嬉しくなりました。
驚いたことに、子供たちの意見には私が考えていた
「聴く」と、こんなよいことが・・・
ほとんどのことが含まれていました。「話を聴くこ
とで、しっかりとした目標がもてる」という意見を聞き、さすが６年生と感心しました。
改めて、この素敵なリーダーたちと力を合わせて、たかせ小学校が今まで以上にみん
なにとって居心地のよい学校になるように、がんばっていきたいと思いました。「よく
聞き、よく考え、よく学ぶ」たかせの子を育てるために、引き続き、ご理解・ご支援を
いただきますようお願いします。

いよいよ運動会は目前！

練習の成果をぜひご覧ください！

いよいよ運動会が目前となりました。どの学年も、暑い
中での練習に、毎日、一生懸命に取り組んでいます。今年
の運動会スローガンは、「やってみよう！心を一つに真剣
勝負」です。このスローガンに表れているように、失敗を
恐れず、みんなで協力し合い、真剣に取り組むことで、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。参加するも
の、応援するもの、全ての心に残る運動会になるよう、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３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行われ
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。

《熱中症対策をお願いします》
当日は、大変暑い１日になることが予想されます。十分に水分を摂ることができるよ
う、大きめの水筒を持たせ、昼食時に中身の補充をするなど、ご協力をお願いします。
水筒の中身は、スポーツドリンク等も可としています。また、状況によっては、運動会
全体の時間短縮のため、一部の競技を中止するなどプログラムを変更して実施すること
もありますので、ご了承願います。
保護者の皆様も、暑さへの備えをしてご参観ください。

新記録を目指して！

100M 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。

県民一斉防災訓練～シェイクアウトとやま～を実施しました
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、９月２日に「シェイクアウトとやま」を実
施しました。
各教室で、「しゃがんで」「隠れて」「じっとして」
という避難行動を表した図を提示し、身を守るための
行動を実際にやってみました。万が一の場合の行動を
日頃から意識し、身に付けることができるよう、今後
も訓練を繰り返していきます。

「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 ７/25 七夕飾りの作り方も教えていただきました

◆４年・ジャンボ海苔巻き作り

８/１

長い長い海苔巻きを協力してつくりました

◆５年・そば打ちと手話体験 ７/26 挨拶や数を表す手話も教えていただきました。

◆６年・陶芸教室

８月 31 日

８/８

作品は公民館祭りの際に展示します。

PTA 親子美化活動へのご協力

ありがとうございました

約 150 名の保護者の皆様にご参加いただき、敷地周辺の
除草や側溝の泥上げ、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部分の清掃をしてい
ただきました。今年は草刈り機での作業にご協力くださる
方が多く、大変助かりました。３年生以上の子供たちも、
グラウンド内の除草や石拾い、椅子や机の脚のゴミ取りに
一生懸命取り組みました。

《２学期の主な行事予定》

※変更になる場合もあります。

９月

12 日（木）
13 日（金）
14 日（土）
16 日（月）
17 日（火）
19 日（木）
23 日（月）
26 日（木）
28 日（土）
30 日（月）

スクールカウンセラー（SC）来校日
運動会前日準備 第１４回市発明くふう展（～９/25 吉田科学館）
たかせ小学校第６回運動会（雨天順延）8:45～
㊗敬老の日
振替休業日（14～16 日の間に運動会を実施した場合）
SC 来校日
㊗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）
第 14 回市小中学校児童生徒科学作品展（～10/８ 吉田科学館）
田家保育所運動会（雨天時：本校体育館） 東布施保育所運動会
魚津ブロック小教研（午後 先生方の研修会）のため 14:00 下校

10 月

１日（火）
３日（木）
４日（金）
６日（日）
７日（月）
11 日（金）
14 日（月）
15 日（火）
18 日（金）
22 日（火）
25 日（金）
27 日（日）

学校集金口座振替日 防犯パトロール隊の日
就学時健康診断（５年以外 13:00 ごろ下校）
クラブ活動（４～６年）
区民体育大会（田家地区・東布施地区）
PTA 運営委員会 19:30～
委員会活動
㊗体育の日
魚津ブロック小教研（午後 先生方の研修会）のため 13:00 下校（防パト隊なし）
学習参観（５限） 学校保健委員会・PTA 教養講座（６限） 音楽会合唱発表（６限後）
㊗即位礼正殿の儀
黒部市小学校音楽会（5･6 年児童発表）
東布施公民館祭り

11 月

１日（金）
３日（日）
４日（月）
５日（火）
６日（水）
14 日（木）
16 日（土）
19 日（火）
23 日（土）

学校集金口座振替日 クラブ活動（４～６年）
㊗文化の日 田家公民館祭り（PTA 友愛セール）
振替休日
防犯パトロール隊の日
11 月 21 日（木）22 日（金）
県東部研究集会のため児童休業日
英会 話科 授 業公 開を 予 定してい ま
学校訪問研修会（児童午後放課）
す。詳細は後日お知らせします。
市幼小中美術展（～18 日 コラ-レ）
黒部地場産学校給食の日 防犯パトロール隊の日
㊗勤労感謝の日 善行賞表彰式（コラ-レ）

１２月

２日（月）
３日（火）
５日（木）
７日（土）
１３日（金）
１７日（火）
２４日（火）

学校集金口座振替日
17 日（火） 防犯パトロール隊の日
個別懇談会（～６日） ※２年・６年は ４日（水）～６日（金）
PTA 親子ふれあい活動
PTA 全体委員会
防犯パトロール隊の日
２学期終業式（給食なし）
「ザンダー先生と仲よくなろう」
の授業で自己紹介する３年生

新しい ALT が着任しました
１学期末に離任されたヘンリー先生に代わり、新しい
ALT のアレクサンダー先生が着任されました。子供と関わ
ることと英語を教えることが大好きな“ザンダー先生”と、
早くも仲よくなった子供たちは、早速、楽しく英会話の学
習に取り組んでいます。

