１０月の行事予定
日 曜
行事予定
１ 月 いのちと人権の日
全校集会
PTA総務部会
PTA役員会
２ 火 社会見学(2年 須磨海浜水族園)
点字体験学習(4年)
３ 水
４ 木 社会見学(1年 姫路動物園)
いのちの授業(6年) 委員会活動
５ 金 社会見学(4年 みどり園)
PTA地区委員部会
６ 土
７ 日
８ 月 体育の日
９ 火 朝会
10 水 楽久園運動会参加(3年)
11 木 クラブ活動
12 金
13 土 第2回小中合同PTA資源ｺﾞﾐ回収
親子ふれあい活動(6年:PM)
14 日
15 月 児童集会
16 火
17 水
18 木
19 金 わくわくベルディー(4年)
環境体験学習(3年)
20 土 第2回オープンスクール
21 日 兵庫県小学生陸上競技大会
ストップいじめサミット
22 月 振替休業日
23 火 児童集会
八千代区特別支援学級交流会
24 水
25 木 クラブ活動 尿検査
26 金
27 土 土曜チャレンジ学習＆親子ふれあい活動(2年)
28 日 北播地区小学生陸上競技記録会
29 月
30 火 出前授業(6年)
31 水 町教委秋季学校訪問

《１１月のおもな行事予定》
2(金)社会見学(4年)
9(金)社会見学(3年)
11(日)･12(月) 修学旅行(6年)
21(水)社会見学(5年)
24(土)多可町PTCA子育てフォーラム
30(金)校内マラソン大会

北播陸上競技記録会に向けて練習開始
９月２６日(水)～１０月２６日(金)

八千代小だより

１０月２８日（日）、第３９回北播地区小学生
陸上競技記録会が三木総合防災公園陸上競技場で
開催されます。この大会に出場する５・６年生児
童が、下記の期間、練習に取り組みます。
この間、朝の登校時に４年生以下の児童が最上
級生として下級生を連れてくることになる地区も
あると思いますが、ご理解のほどよろしくお願い
いたします。

学校教育目標「思いやりの心をもち 共に学び合い高め合う 八千代っ子の育成」

１
２

練習期間 9月26日(水) ～ 10月26日(金)
練習時間
月～金の早朝
7:30 ～ 8:00
月・火・金の放課後 15:45 ～ 16:05

※なお、練習に参加する北地区・西地区の児童は
朝、大屋・大和6:55発（八千代小7:15頃着）の
路線バスで登校します。

多可町青少年健全育成大会
１０月１２日(金)
標記の大会が下記の要領で開催されます。子ど
もたちの健全な成長を支援するために、大人とし
て、親として、地域としてどうあるべきかを見つ
め、共に考える機会になればと思います。
１
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日時 10月12日(金) 19:30(受付19:00より)
会場 ベルディーホール 会議室
演題 「子どもたちの健全な成長を支援する
ために」～いじめのない学校づくり
地域づくりに向けて～
講師 佛教大学教育学部教授
原 清治 氏

ＰＴＡ講演会

WEBサイト)https://www.town.taka.lg.jp/yachiyo-el/

３

第２回学校運営協議会

１０月１５日(月)

下記の日程で第２回学校運営協議会を開催しま
す。委員の皆様にはお世話になります。
１ 日 時 10月15日(月) 19:30～
２ 場 所 八千代小学校 作法室

メールアドレス)yachisyo@edu.takacho.jp

校長
雨のため一日順延となりましたが、９月２３日（日）（秋分の日）の運動会には、ご来賓の皆様、保
護者の皆様、地域の皆様に多数お越しいただくとともに、子どもたちの演技に最後まで温かいご声援をい
ただき、本当にありがとうございました。その熱い声援に支えられ、子どもたちが力いっぱい、元気いっ
ぱいに演技する姿をお見せすることができ、運動会が成功裏に終えられましたことに感謝申し上げます。
さて、１０月になり、平成３０年度も後半に入ります。１０月のことを旧暦では｢神無月(かんなづき)｣
といいます。これは、この月に全国の神々が出雲に集まり、諸国には神が不在となるために神無月と
いい、逆に出雲では｢神在月(かみありづき)｣というそうです。
爽やかな風が吹き、何事をするのにも集中して取り組むことができる好季節を迎えます。学校では写生
会、社会見学旅行、陸上競技大会など、平素の授業に加えて様々な体験活動等が目白押しです。そして、
これらの行事を通して、子どもたちはまたひとまわり大きく成長することでしょう。子どもたちが自分の
目標を持って努力し、こつこつと自分の力を伸ばしていけるように教育活動を進めていきたいと考えてお
ります。また、１０月２０日（土）には、下記の日程で今年度２回目のオープンスクールを行います。授
業公開、ふれあい行事、ＰＴＡ講演会と、様々な内容を企画しております。保護者の皆様方だけで
なく、地域の皆様方も多数ご来校くださいますようよろしくお願いいたします。
１０月も教職員一同、子どもたちのよりよい成長に向け、力いっぱい取り組んで参りますので、
引き続き、ご支援とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

オープンスクールの予定 １０月２０日（土）
８：１５～ ８：３０
８：３０～ ８：４０
８：４５～ ９：３０
９：３５～１０：２０
１０：５０～１２：２０

１０月２０日(土)

日時 10月20日(土) 10:50～12:20（予定）
演題 「ネット社会における子どもたちの現
状と大人の役割」（仮題）
講師 ＮＩＴ情報技術推進ネットワーク（株）
筒崎 眞美 氏

多可町立八千代小学校
0795-37-0033

１０月に入り、秋本番を迎えます！

保護者の皆様、地域の皆様とともに、ネット社
会の光と陰について、一緒に考える機会にしてい
きたいと考えています。地域の皆様方も、ぜひご
参加ください。
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朝の学習
朝の会
１校時 授業参観
２校時 授業参観（学級活動）
ＰＴＡ講演会（体育館）
演題：「ネット社会における子どもたちの現状
と大人の役割」（仮題）
講師：ＮＩＴ情報技術推進ネットワーク（株）
筒崎 眞美 氏
※児童は３・４校時通常の授業（授業公開は行いません）
◇昼食タイム◇

１３：４０～１４：４０

ふれあいタイム
※５・６年生が店を出します。

１５：１０

一斉下校（大屋・大和行き臨時バス

１５：３０発）

☆２校時は「学級活動」（いじめに対する正しい理解を図る授業）を全学級で実施いたします
ので、ぜひともご参観ください。なお、「昼食タイム」「ふれあいタイム」等につきまして
は、現在、ＰＴＡ役員の皆様とも計画を立てています。当日の日程等につきましては、確定
した段階で、後日、お知らせいたしますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

☆９月のトピックス紹介コーナー☆
運動会「平成最後の運動会 全力プレーで 勝利をつかめ！」 ９月２３日(日)
今年の夏は例年にない猛暑でした。運動会練習中も、このような厳しい暑さが続くことを心配し
ていましたが、ありがたいことに比較的涼しい天候の下、練習に取り組むことができました。しか
し、警報発令に伴う臨時休校や秋雨に悩まされて思うように練習が進まず、本番までに演技が仕上
がるか心配しながらの毎日でした。
本校のグラウンドは水はけが極めて良好で、２１日に前日準備こそできましたが、さすがに夕方
から２２日早朝にかけての降雨には絶えられなかったと思います。結果的に一日順延となりました
が、２３日は爽やかな晴天の下、運動会が実施できたことを本当に嬉しく思いました。
さて、今年は児童会スローガン「平成最後の運動会 全力プレーで 勝利をつかめ！」を合言葉
に、子どもたちは一生懸命練習に励んできました。本番では、どの場面でも子どもたちの「力いっ
ぱい、力と心をあわせてつくりあげた演技」が繰り広げられました。
ではここで、運動会の様子を振り返ってみたいと思います。まず、１・２年生の演技。「かけっ
こ」ではゴール目指して猛ダッシュ。懸命に走る姿が印象的でした。また、ダンス「レッツ ゴ
ー！未来へ」は、素敵な笑顔で一生懸命に踊り、低学年の可愛らしさが伝わってきました。
次に、３・４年生の演技。「ＧＯ！ ＧＯ！ 一輪車」は、練習の成果を十分に発揮し、一輪車
を巧みに操る場面に感心しました。また、ダンス「Everything Ok!～つかめ!good day～」は、ま
とまった動きとカラーポンポンの輝きが見事にマッチして、とても美しく見えました。
続いて、５・６年生の演技。組体操「仲間とともに」は、演技名通り仲間との厚い信頼関係に築
かれた素晴らしい技を披露してくれました。午後一番のプログラム「鼓笛パレード２０１８」は、
限られた時間の中で練習に励んだ成果を発揮し、子どもたちが堂々と行進する姿に、高学年らしさ
を感じました。
全校演技の「紅白対抗 みんなでつな引き」は、どの学年団も本当に力強い勝負を繰り広げまし
た。力のこもった勝負に、大きな声援をいただきました。また、「ＰＴＡ学年対抗障害物リレー」
「ＰＴＡ学年対抗リレー」は大いに盛り上がり、お父さん、お母さん方の演技に子どもたちからも
「がんばれー！」と、熱い声援が飛んでいました。
最後に紅白対抗は、「紅２０５点」「白２０５点」で同点となり、紅白ともに優勝という結果に、
子どもたちからもどよめきと喜びの声が聞こえてきました。どちらのチームも全力プレーで演技を
行うとともに、仲間の演技を力いっぱい応援し、堂々と戦っていました。本当に１００点満点の運
動会でした。また、６年生は係の仕事を責任を持って最後までやり遂げ、運動会のスムーズな進行
に大きな役割を果たしてくれました。八千代小学校のリーダーとして、日々、成長している姿を実
感しています。今後のさらなる活躍を期待しています。
最後になりましたが、ＰＴＡ役員の皆様、保護者の皆様方には、
子どもたちへの温かい応援とともにＰＴＡ種目への協力、テント
設営、駐車場整理等、運動会の成功に向けてご支援とご協力いた
だきましたことに、また、ご来賓や地域の皆様方には、子どもた
ちの演技に最後まで温かいご声援をいただきましたことに、心よ
りお礼申し上げます。本当にありがとうございました。さらに、
ＰＴＡの皆様方には、テントの後片付け等も手伝っていただき、
短時間で作業が終えられましたことに、重ねてお礼申し上げます。
子どもたちの運動会での頑張りを、今後の学校生活に繋いでいき
たいと思っております。

八千代区敬老会（９月１７日(月)）に向けたうちわ作り
９月１７日（月）の八千代区敬老会に向けて、全校生でうちわ作りをしま
した。まず、「長生きしてね」「元気でね」等のメッセージが書かれたシー
ルを貼りました。児童一人あたり３枚～５枚、うちわの裏には自分の名前、
自分が好きなキャラクター、かわいいイラストなど思い思いの絵を一生懸命
に描いていきました。きっと子どもたちの思いが、おじいちゃん、おばあち
ゃんに届いたことでしょう。

食育ミニ授業（２年１組） ９月１３日(木)
昨年度より始まった給食センターの栄養教諭の先生による出前授業。給
食の時間を活用し、毎回メニューに係るお話をしていただきます。この日
の献立は、「牛乳･わかめご飯･豚汁･鮭の塩焼き･野菜の白和え」でした｡日
本は世界でも有数の長寿国です。その秘訣の一つは和食です。【まごわや
さしい】というお話。「ま：まめ」「ご：ごはん」「わ：わかめ」「や：
やさい」「さ：さかな」「し：しいたけ」「い：いも 」このような食材を
生かした和食が、私たちの健康の源です。子どもたちは先生の語りかけに
しっかりと反応しながら話を聞いていました。そして、美味しい和食に舌鼓を打ちながら食べまし
た。

食育ミニ授業（３年１組）

９月２０日(木)

１３日（木）に引き続き、３年生でも出前授業がありました。メニ
ューは、「牛乳・白ご飯・さといものお月見汁・ほうれん草の和え物
・お月見ゼリー」でした。「なぜ、お月見をするのでしょうか？
【答え：食べ物が実ったことを感謝するため】」「月見だんごは、何
の作物から作るのでしょうか？ 【答え：米】」「お月見の日は『い
も名月』ともいいます。お供えするいもの種類は？ 【答え：さとい
も】」と、３問のクイズが出されました。子どもたちは興味津々で話を聞き、「いただきます！」
と同時に、美味しい給食をパクパクと食べていました。

第２９回おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展表彰式 ９月１７日(月)
「第２９回おじいちゃん・おばあちゃん子ども絵画展」が、今年は９月１５日（土）から１７日
（月）までの３日間、ガルテン八千代体育館で開催されました。全国各地から幼児４７２点、小学
生３,２４９点、中学生１８９点、合計３,９１０点の出品がありました。そして、特別賞に入った
幼児児童生徒の表彰式が、９月１７日（月）に開催されました。本校からは、特別賞３点、特選４
点、入選１１点の合計１８点が入賞しました。入賞者は下記の通りです。おめでとうございます。
＜特別賞＞
知事賞
３年女子
多可町老人クラブ
連合会長賞 ６年男子
２年生優秀賞
２年女子

＜特選＞
１年男子
３年女子
４年女子
６年女子
（写真提供：多可町教育委員会）

＜入選＞
1年女子
4年女子

1年男子
5年女子

2年男子
5年男子

2年男子
6年女子

2年男子
6年男子

3年女子

