ラスト八西
１

火

２学期始業式

校外児童会

一斉下校 11:00 閉校記念誌部会 19:30

◎PTA資源ゴミ回収

資源ゴミ回収 9:00

残暑厳しい時期ですが、第３回目のＰＴＡ
資源ゴミ回収を実施します。ご協力をお願い
します。小雨決行です。
・日時：９月５日（土）午前９時より
・場所：八千代西小学校 駐車場

月

児童集会（がんばり宣言）

◎ふれあい草引き

８

火

第３回閉校記念事業実行委員会 19:30

９

水

10

木

11

金

12

土

13

日

14

月

児童朝会

15

火

夏休み作品展（～9/28） 放広

16

水

運動会予行

17

木

18

金

19

土

運動会準備 下校 １，２年生…11:50 ３～６年…14:30

20

日

運動会

21

月

敬老の日（運動会予備日）

22

火

国民の休日

23

水

秋分の日

24

木

振替休業日

25

金

振替休業日

◎運動会

26

土

27

日

28

月

児童朝会

創立138年にして最後の運動会。
たくさんのふれあいと思い出を
つくるため、地域を挙げての運動会を実施し

29

火

１年生社会見学

30

水

５，６年写生会

２

水

３

木

４

金

５

土

６

日

７

給食開始

運動会練習開始

発育測定

第３回元気もりもり大作戦（～9/9）一斉下校 15:00

放広

夏休み中には、ＰＴＡ奉仕作業で学校の環
境整備をお世話になりました。２０日の運動
会に向けて、今まで以上に整備された運動場
にしていきたいと思います。皆様方のお力を
お貸しください。

ふれあい草引き

八千代中学校体育祭

・日時：９月１０日（木）１３：１５より
・場所：八千代西小学校 運動場

◎夏休み作品展
子どもたちが夏休み中に作成した絵画や
工作、習字、自由研究などを体育館で展示し

秋の交通安全運動（～9/30）

５年生社会見学

放広

１０月の主な予定
１６日（金）笠形山登山

校長室の窓から

ますので、ご覧ください。
・日時：9月１５日（火）から2８日（月）
8:30～17:00
（2８日のみ12:00まで）
・場所：八千代西小学校 体育館

ます。多数の皆様のご参加を心よりお待ちし
ています。
・日時：9月２０日（日）午前９時開会
雨天延期：21日（月）
・場所：八千代西小学校 運動場

８月１９日、本校の４，５年生１４名を引率して「緑の少
年団北播磨交流集会」に参加した。
「やしろの森公園」で他地
区の少年団と合流し、自然観察や竹とんぼ・竹笛作りを楽し
んだ。特に、竹とんぼ作りは楽しかったようで、何度も何度
も飛ばしていた。飽きることのないその姿を見ていて、本当
に子どもとはエネルギーの固まりだと思った。

一致団結!!

大和っ子

多可町立八千代西小学校 （℡ ３８－0０22）
平成２７年９月１日（火）
№５２０

http://www.town.taka.lg.jp/ yachiyo-w-el/

「

それぞれの部屋に子は去り夜の部屋に波よするごと鈴虫の鳴く

田 谷

鋭

」

２学期が始まりました。保護者の皆様、地域の皆様にはいかがお過ごしでしょうか。
今年の夏は、８月に入ってから、猛暑日が続き、熱中症で救急搬送された方がたくさんありま
した。また、局地的な豪雨で被害を受けられた地域もあります。今後も、台風の襲来が予想され
ます。情報の収集や緊急時における家庭での対応の確認など充分な警戒が必要です。
さて、２学期はたくさんの行事があります。９月の運動会、９月～１０月の社会見学旅行や笠
形山登山、１１月のオープンスクールにふれあい祭り、そして、絵画展や陸上記録会と続きます。
１２月には書道展やマラソン大会があります。これらの行事を体験していく中で、子どもたちは
大きく成長します。より良い成長のために、日々の安定した生活習慣が何よりも大切です。本校
は、９月２日より１週間にわたって、ご家庭の協力の下に「第３回元気もりも
り大作戦」を行います。今回の大きな目的は、起床から就寝までの生活リズム
を取り戻し、学校生活に合わせた生活習慣を取り戻すことです。まだまだ残暑
厳しい中、運動会の練習にも取り組んでいきます。ご家庭でもお子様の体調管
理にご配慮願います。（校長 荻野 隆之）

学校行事へのご参加を心からお待ちしています
運動会・・・９月２０日（日）開会９：００ 航空写真撮影１２：００頃
今年の運動会は、八千代西小学校最後の運動会です。運動会では児童の演技を中心に、ＰＴＡ
演技や来賓演技などで大いに盛り上げていきたいと思います。午前中最後の種目は「玉入れ」で
す。この種目は、地域の方参加の種目ですので、奮って参加のほどよろしくお願いします。この
後、参加者全員で運動場に人文字をつくり、航空写真を撮っていただきます。
ふれあい祭り・・・１１月７日（土）
本校児童がアイデア満載のお店を作り、保護者の皆様、地域の皆様をお待ちします。例年、地
域の方の参加は少ないのですが、今年こそ、たくさんの方々のご来校をお待ちしています。
校舎見学も兼ねられたらどうでしょうか。
午後は、閉校記念実行委員会の記念行事部会が中心になられ、楽しい催しを考えておられます。
詳細は、学校だより１０月号でお知らせします。

運動会当日、体育館にて、夏休み作品展を開催
しております。あわせて、本校図工室に保存され
てきました数々の図工作品も展示します。ぜひ、
お越しいただき閲覧ください。もし、ご自分の作
品があれば持ち帰っていただきたく存じます。

閉校記念式典・・・３月６日（日）
本校の閉校記念式典が開催されます。式典終了後の催しも現在検討中です。八千代西小学校の
締め括りにあたって、多数の皆様のご出席をどうぞよろしくお願いいたします。

一段とレベルアップした水泳

学校が美しく整った環境となりました。本当にありがとうございました。

６月１２日から始まったプール水泳。授業中の水泳指導や夏
休み中の水泳教室や水泳練習の成果もあって、どの子も大変よ
く頑張り、学年目標を大幅にクリアする児童がたくさん見られ
ました。また、４年生以上が参加した区内水泳記録会でも自己
記録を更新する児童が続出しました。

ＰＴＡ親子奉仕作業が、８月２３日（日）に無事行わ
れました。夏の暑さも考慮し午前７時３０分からの作業
でした。
ところが、朝から太陽は照りつけました。その中を多
数の保護者の皆様の参加を得、草引きや校舎内外の窓ふ
き、運動場の整地作業や溝の土あげ、遊具等のペンキ塗
りをしていただきました。
児童は、運動場の草引き作業に取り組みました。児童
も保護者も汗だくになって、９月から始まる新学期を気
持ちよく迎える準備ができました。本当にありがとうご
ざいました。

【校内泳力検定の結果から】
１０級（水中に顔をつけることができる）は、全員がクリアしました。
９級 伏し浮きができる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １人
８級 小プールの横が泳げる（１年生目標）・・・・・・・・・・・・・５人
７級 小プールの縦が泳げる（２年生目標）・・・・・・・・・・・・・５人
６級 大プールの横が泳げる（３年生目標）・・・・・・・・・・・・ １人
５級 ２５ｍが泳げる（４年生目標）・・・・・・・・・・・・・・・・８人
４級 ５０ｍが泳げる（５・６年生目標）・・・・・・・・・・・・・ ６人
３級 １００ｍが泳げる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
９人
２級 ２００ｍが泳げる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
７人
１級 １種目２００ｍ、１種目１００ｍの２種目が泳げる・・・・・ １２人
特級 １５０ｍ個人メドレーができる（背泳ぎ・平泳ぎ・クロール）・・・・０人
初段 クロール５０秒、平泳ぎ１分以内で泳げる（５０ｍ）・・・・・ ０人
２段 クロール４０秒、平泳ぎ５０秒以内で泳げる（５０ｍ）・・・・ １人

本は心の栄養

教師の力量を高めるために
児童への指導と共に、私たち教職員は、自己の指導力をより高めるための研修に取り組んでい
ます。その一つとして、「授業公開と事後研修会」を紹介します。１学期は、５年生の
先生
と１年生の
先生、そして２，３年生の
先生が授業を公開しました。子どもたちも大変は
りきって、発表したりノートに書いたりしてがんばっていました。後の研修会では、外部より高
い指導力をお持ちの先生にも参加いただき、児童の学力を高める授業のあり方について研修しま
した。

読書１００冊・１万ﾍﾟｰｼﾞチャレンジ

子どもにとって読書は、人生をより豊かに生きる力を身に付けていく上で欠くことのできない
ものです。読書することによって、広い世界や未知の出来事に出会うことができます。また、物
語の主人公と共に悩み、悲しみ、喜び、そして感動する中で、次第に思いやりの心や生命を大切
にする心、たくましく生きる力や豊かな人間性が育まれていきます。
多可町は平成２３年度から平成２７年度までの５年間、子ども読書活動推進
に取り組んでいます。本校も町教育委員会と連携を図り、読書活動に力を入れ
ています。具体的な取組の１つとして、昨年に引き続いて読書１００冊チャレ
ンジに取り組んでいます。今年は読書の積み上げがより明確になるよう、高学
年は１万ページをめざして本を読んでいます。２学期は家庭読書なども呼びか
けます。読書の秋を楽しみたいものです。
７月のいじめアンケートの調査結果から（７／１５調査）
○いじめを受けた児童 ６名 （指導中のいじめの内容）
・悪口を言われる３名
・嫌なことを言われたりされたりする３名
※ 今月は、６年生以外はどの学年にもいじめをされたと感じた児童がありました。担任の
先生に相談しているケースが増え、担任が親身になって対応しています。
※ 担任だけにとどまらず、「チーム八西小」として、組織的に情報の共有や対応をしてい
きます。
※ 児童の日々の行動、つぶやき、生活ノートなどにしっかりとアンテナを立て、児童の生
活に注意していきます。

1 学期の取り組みいろいろ
１学期の学校だよりで紹介しきれなかった様々な取り組みです。地域の方々にも本当にお世話
になりました。保護者の皆様、地域の皆様のご支援があってこそ、本校の教育活動が円滑に進ん
でいます。改めまして感謝申し上げます。

今年も読み聞かせでお世話になっています。
おたんじょうび給食
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食育の授業

