４月の行事予定
日 曜

行事予定

１ 月 いのちと人権の日
２ 火
３ 水
４ 木
５ 金 入学式準備(新6年生登校日)
６ 土

春休みのくらしについて
春休みは新しい学年へ進級す
るための準備期間です。下記の
点に留意して、有意義な春休み
を過ごせますように、保護者の
皆様のご理解とご協力をよろし
くお願いいたします。

■きまりのある生活習慣

７ 日
８ 月 離任式

着任式

始業式

９ 火 入学式
10 水 給食開始(2-6年)

地区児童会

11 木 PTA役員会
12 金
13 土
14 日
15 月
16 火 給食開始(1年)
多可町統一漢字・計算力テスト
17 水 PTA合同委員会
18 木 全国学力･学習状況調査(6年)
委員会活動(5･6年)
19 金
20 土 授業参観

PTA総会

引き渡し訓練

21 日
22 月 振替休業日
23 火 朝会

・漢字、計算力問題等、１年間の復習をしっか
りとしておきましょう。
・早寝、早起き、朝ご飯等、規則正しい生活を
心がけましょう。
・ＳＮＳ、動画、ゲーム等は、使用時間のルー
ルを守りましょう。
・遊びに行くときは、おうちの人へ行き先をき
ちんと伝え、遊びに行った先でのマナーに気
をつけましょう。
・町外へ子どもたちだけで行かないようにしま
しょう。

■安全なくらし
・交通安全には十分気をつけ、自転車に乗ると
きは、必ずヘルメット・安全タスキを着用し
ましょう。
・危険な所へ行ったり、危険な遊びをしたりし
ないようにしましょう。
・不審者等には十分に気をつけましょう。

様々な面から、ご家庭でのお子様の見守
りをよろしくお願いいたします。

24 水 家庭訪問①
25 木 家庭訪問②
26 金
27 土

平成31年度当初の予定
○新６年生登校日(始業式･入学式準備)
４月５日(金) １０：００

28 日
29 月 昭和の日
30 火 退位の日

《５月のおもな行事予定》
7(火) 家庭訪問③
8(水) 家庭訪問④

※北地区・西地区の新６年生は、大屋発9:33、
大和発9:34のバスで登校してください。
※準備終了後、大屋方面、大和方面ともに
13:03発のバスで下校しますので、おにぎり等
の軽食を持たせてください。よろしくお願い
いたします。

○離任式・着任式・始業式
４月８日(月) ８：３０より順次開式
○入学式
４月９日(火) １０：３０開式
入学式には、３２名の新１
年生が入学してきます。小学
校生活を楽しみに入学してき
ますので、みんなで温かく迎
えてあげましょう。

八千代小だより
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卒業生の皆さん

多可町立八千代小学校
0795-37-0033

メールアドレス)yachisyo@edu.takacho.jp

ご卒業おめでとうございます
校長

八千代小学校を巣立つ卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
私が皆さんと過ごしたのは２年間でしたが、その中で、皆さんが持つ素晴らしさ、素敵な
姿に何度も心を打たれました。「平成最後の運動会 全力プレーで 勝利をつかめ！」のス
ローガンの下、皆さんが大活躍した小学校最後の運動会。そして、３月の６年生を送る会
で、みんなを笑いの渦に巻き込んだ「学校あるある」の創作劇や、「名探偵・コナン」テー
マ曲の素晴らしい演奏は、６年生の絆の深まりを見事に表現していました。また、５年生の
自然学校、６年生の修学旅行などの校外行事においても、いつもルールやマナーをきちんと
守って行動する姿は、本当に立派でした。特に、修学旅行での、ほのぼのとした出来事は、
私の心に印象深く残っています。２日目はバスガイドさんの誕生日。バスの中で、どこからともなく始まった、
｢ハッピー・バースデー｣の歌のプレゼント。また、「ありがとうございました。靴、きれいになって嬉しいです。
ご飯も、とってもおいしかったです」と、靴磨きの紙の裏に、そっと記したホテルの方へのお礼のメッセージ。私
は、ホテルからのお礼の手紙で、このことを知りました。皆さんの温かい心配り、本当に素敵でした。
さて、一流アスリートたちへのインタビューを、テレビで目にすることがありますが、その時に必ず語っている
言葉があります。それは、どんな時でも、自分を励まし、支え続けてくれた周りの人たちへの感謝の言葉です。皆
さん一人一人の努力はもちろんのこと、家族や地域の皆さんをはじめ、たくさんの方々の支えがあって、今の自分
があるのです。お世話になった多くの方々への「感謝の心」を忘れないでください。皆さんの卒業にあたり、次の
言葉を紹介します。
「常に大きなステージでプレーできるように、地道な努力をしなければいけないと思っています。」
これは、大坂なおみ選手の言葉です。「努力」は、すぐに結果や成功に結びつかないかもしれません。しかし、
これから皆さんが歩んでいく道で、自分の目標や夢に向かって粘り強く努力すること。さらには、失敗や苦労する
ことがあっても、諦めずにチャレンジしていくことが、自分を磨き、自分自身を成長させることにつながっていく
と、私は信じています。６年生のワークスペースに貼ってあった皆さんの合い言葉。覚えていますか。「自分も、
仲間も、学校も、笑顔いっぱいに！」。これを少しアレンジし、皆さんへ言葉を贈ります。「自分を大切に、周り
の人を大切に、『共に生きる心』を持ち、みんなが笑顔に！」。卒業生の皆さん一人一人が、輝かしい未来に向か
って、大きく羽ばたいてくれることを願っています。（卒業式 「贈る言葉」より抜粋）
☆保護者や地域の皆様方には、この１年間、本校教育の推進にひとかたならぬご支援、ご協力を賜りましたこと
に厚くお礼申し上げます。本当にありがとうございました。来年度も変わらぬご支援、ご協力を賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。

☆２月・３月のトピックス紹介コーナー☆
６年生を送る会

３月１日(金)

「６年生を送る会」は児童会主催の行事として、５年生が中心となり、短期間で計画
や準備等を進めてきました。新児童会役員にとっては、初めて大きな児童会行事を運営
する場面でしたが、落ち着いて上手に会を進行していました。初めの挨拶が終わると、
各学年からのプレゼントタイム。これまでお世話になった６年生に、心を込めて作った
プレゼントを手渡し、６年生が快く受け取ってくれました。続いて、各学年からの出し
物が始まりました。贈る言葉、歌、合奏など、学年に応じて工夫した内容で、感謝の気
持ちを伝えました。６年生の歩みを振り返る「思い出ムービー」では、入学から今まで
の懐かしい写真がたくさん映し出され、みんなで思い出を振り返りました。そして、最
後は６年生による「学校あるある」の劇と、「名探偵コナン メイン・テーマ」の合
奏。劇はみんなを笑いの渦に巻き込み、素晴らしい演奏には大きな拍手が送られまし
た。１年生から５年生の子どもたちは、６年生に「ありがとう」の感謝の心を伝え、６
年生の子どもたちは、その思いをしっかりと受け止めてくれました。全校生でつくりあ
げた、心温まる「６年生を送る会」になりました。

６年生 スキー教室 ２月１４日(木)

３学期のハートフル集会 ２月２８日(木)

インフルエンザのため、２月に延期になっていたスキー教室に行きました。２月の３連休にまと
まった雪が降り、スキー場近くの道路は積雪がありましたが、予定通り９時頃スキー場に到着しま
した。ロッジの中でスキーウエアに着替え、開校式を済ませた後、さっそく午前中の実習に入りま
した。スキー経験に応じて５つの班を編成し、インストラクターの指導の下、練習に励みました。
ありがたいことに、前日夜の積雪でゲレンデは非常に良い状態でした。
まず、準備体操、スキーを履いての歩行訓練等、入念なウォーミングアップをしました。その後、
それぞれリフトに乗って、緩いゲレンデで練習をしました。ここでも、滑り方のポイントを一つ一
つ丁寧に教えていただき、少しずつ滑ることに慣れてきました。お昼はロッジ特製のカレーライス
を食べました。「おかわり自由」ということで、多くの子がおかわりをしていました。
午後はどの班も、どんどんリフトに乗ってスイスイと滑っていきました。２０分くらいかかる林
間コースは、すべての班が体験しました。経験者班は上までリフトに乗り、少し急なコースにもチ
ャレンジし、スキーの技術をレベルアップしていました。また、初めてスキーを経験した子もぐっ
と上達し、子どもたちの身体のしなやかさには驚きました。
一日中雪がちらつき、寒さが厳しい中の実習でしたが、体調を崩したりけがをしたりする子もな
く、全員無事にスキー実習が終えられたこと、大変嬉しく思いました。お世話になったロッジやイ
ンストラクターの皆様、ありがとうございました。また、保護者の皆様には、子どもたちの健康管
理、スキー実習に係る諸準備等、お世話になりましたことに感謝しております。ありがとうござい
ました。

２月はじめから、日常生活の中で嬉しかったこと、よかったなあと思ったこと等を「プチハッピ
ー」として集め、ノートに書いていきました。また、全校では「プチハッピー」を集めて「ビッグ
ハッピー」を作る取組も、並行して進めてきま
した。集会では、これらのことに取り組んだ感
想を、各クラスの代表が発表しました。「プチ
ハッピー」を集めたり、お互いの「プチハッピ
ー」を交流したりする活動を通して、子どもた
ち同士のつながりが、また一歩深まったことと
思います。

６年生 出前授業 ２月２０日(水)
中学校から数学の先生と養護教諭の先生にお越しいただき、出前授業を実施しました。数学の先
生には、中学校で学習する｢正の数・負の数｣についてトランプ等を使いながら、楽しく教えていた
だきました。また、養護教諭の先生には｢中学生になる準備をしよう！｣というテーマで、小学校と
中学校の｢１日の生活リズムの違い｣｢活動量
の違い｣等について、具体的な事例を挙げな
がら分かりやすくお話を聞かせていただきま
した。さらに、ストレスへの対処法も教えて
いただきました。６年生の子どもたちが中学
校進学に向けて心構えをつくるために、大変
よい機会となりました。お世話になった先生
方、ありがとうございました。

１年生 昔の遊び大会 ２月２１日(木)
コミュニティ・スクールの一環として、４名の地域の方に来ていただ
き、「昔の遊び」を一緒に楽しみました。子どもたちは、｢けん玉｣｢コマ回
し｣｢羽根つき｣｢竹とんぼ｣｢おじゃみ｣｢おはじき｣を班ごとに交代しながら挑
戦しました。今まで「おじゃみ」は、投げてキャッチする遊びをしていた
子どもたちですが、友達と輪になり、「あんたがたどこさ」の歌に合わせ
て遊ぶやり方を教わることができ、とても楽しそうでした。
また、羽根の打ち方や竹とんぼの飛ばし方も教わり、上手にできた時は
地域の方にたくさん褒めてもらい、とても嬉しそうにしていました。子ど
もたちは、地域の方に優しく教えていただいたことをとても喜んでおり、
終始温かい雰囲気の中、楽しいふれあいのひとときとなりました。現代っ
子たちがこのような遊びを体験することは少ないと思われますので、今回
はとてもよい機会となりました。お世話になった皆様、ありがとうござい
ました。

６年生 中学校体験入学 ３月１３日(水)
まず初めに、中学校の校長先生と生徒会長から挨拶がありました。次に、
生徒会役員の皆さんから、中学校の生活時間、学校行事、生徒会活動、教科
学習、部活動等について話がありました。中学校は５０分授業で、小学校の
ような業間の長休みがありません。しかも、ノーチャイムなので、自分で時
計を見ながら行動しなければなりません。また、体育祭や文化祭など、自分
たちの手でつくりあげていく大きな行事もあります。
中学校生活の概要を聞いた後、体育、理科、社会、国語の４教科の授業を
参観しました。先輩たちはしっくりとした雰囲気の中で、学習課題に一生懸
命に取り組んでいました。その姿を見て、６年生の子どもたちはどんなこと
を感じたでしょうか。
最後は部活動を見学しました。グラウンドでは野球部、サッカー部、ソフ
ト部、男女テニス部、多目的室では吹奏楽部が練習している様子を見学しま
した。どの部活動で頑張るか、十分に考えていきたいですね。２時間あまり
の体験入学で、中学校生活への希望が膨らんだことと思います。お世話にな
った中学校の先生方、生徒会役員をはじめ生徒の皆さん、ありがとうござい
ました。

縄跳びチャンピオン大会 頑張りました！
３学期から取り組んできた縄跳び運動の総仕上げとして、各学年で「縄跳びチャンピオン大会」
を行いました。子どもたちは自分がチャレンジする種目を一つ決め、記録を伸ばそうと頑張って跳
んでいました。
【１年生】
種目
前回し両足とび
前回しかけ足とび
前回しあやとび
前回し交差とび
前回し二重とび
後ろ回し両足とび

【２年生】
記録
433
264
48
25
18
71

【４年生】
種目
前回し両足とび
前回しあやとび
前回し交差とび
前回し二重とび
前回しあや二重とび
後ろ回しあやとび
後ろ回し交差とび
後ろ回し二重とび

種目
前回し両足とび
前回しかけ足とび
前回しあやとび
前回しかた足とび
前回し足たたきとび
前回し二重とび
後ろ回し両足とび
後ろ回しあやとび
後ろ回しかた足とび
後ろ回しかけ足とび
後ろ回し足たたきとび

【３年生】
記録
407
456
18
108
47
24
265
5
83
18
52

【５年生】
記録
1000
87
21
56
30
184
31
26

種目
記録
前回しあやとび
111
前回し交差とび
144
前回し二重とび
91
前回しあや二重とび
9
後回し交差とび
47
後ろ回しあやとび
108
後ろ回し二重とび
15
後ろ回しあや二重とび
9

種目
前回し両足とび
前回しあやとび
前回し交差とび
前回し二重とび
前回しあや二重とび
後ろ回し両足とび

記録
967
60
60
60
8
39

後ろ回しあやとび

49

後ろ回し交差とび

17

【６年生】
種目
前回しあやとび
前回し二重とび
前回し交差二重とび
後回しあやとび
後回し交差とび
後回し二重とび
後回しあや二重とび

記録
76
87
9
186
84
24
10

