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☆

勇気と感動をありがとう！

5 月 29 日（日）は、子どもたちが待ちに待った運動会でした。児童会のスロ
ーガンは、「全力、協力、楽しめ、心を一つにがんばろう！」。その言葉通り、
みんな心を一つに精一杯力を出し切り、笑顔いっぱいの運動会となりました。
優勝した赤組の児童も、残念ながら優勝を逃した白組の児童も、素晴らしい競
技や演技ができたと思います。転んでもすぐに立ち上がって走り続ける姿、最
後まであきらめず綱を引く姿、苦しくても重さに耐え仲間を支える姿、人一倍の責任感で黙々と係り活
動に取り組む姿。児童たちの頑張る姿に勇気と感動をもらいました。また、団体演技では、友だちと協
力し力を合わせて頑張ることの素晴らしさを学んだように思います。
1 年生と 2 年生の団体演技は「OLA のミットバン」。1 曲目の「ゲッタバンバ
ン」はポケットモンスターの曲、2 曲目の「OLA」はクレヨンしんちゃんの曲
でした。どちらも楽しい曲で、ポンポンを振りながら元気いっぱいにテンポ
よく踊る子どもたちの姿がとても楽しそうでした。3 年生と 4 年生の団体演技
は「ソーラン節～ああとまんない とめられない～」でした。１曲目のソーラ
ン節も 2 曲目の GreeeeN の曲「オレンジ」も、おそろいの黒のはっぴ姿がと
ても凛々しく、躍動感あふれる演技に元気とパワーをもらいました。最後のポーズもばっちり決まり、
みんなとてもかっこよかったです。そして、5 年生と 6 年生の団体演技は「組体 2016 ～団結魂～」。短
い練習期間でしたが、子どもたちは毎日照りつける太陽の中、汗まみれ泥まみれになりながら力いっぱ
い頑張りました。下町ロケットの勇壮な BGM の中、一段ずつ段が組みあがり、ピラミッドが完成したと
きは、感動で涙が出そうになりました。
全体を通して、どの学年の児童も、運動会への取り組みを通してひとまわりも
ふたまわりも成長してくれたのではないかと思います。自信にあふれ真っ黒にな
った顔がとてもたくましく感じられます。仲間と力を合わせて一つのことをやり
遂げる素晴らしさや、最後まであきらめないで全力で取り組むことの大切さなど、
運動会で学んだことは、きっと普段の学校生活でも活かされるものと信じていま
す。
保護者の皆さま、地域の皆さま、ご来賓の皆さまには、暑い中、最後まで子どもたちに温かい声援を
お送りくださりありがとうございました。また、PTA 役員をはじめとする保護者の皆さま方には前々日
の準備や当日早朝より終了後の片づけまで、様々なご支援・ご協力をいただきました。このように盛り
上がった楽しい運動会が出来ましたのも皆さま方のお蔭であると感謝しております。心よりお礼申し上
げます。
運動会へのご協力、ありがとうございました！！
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■ 「つばさ教室」が始まります
今年度も「自ら学習に取り組む力」を育成するために、放課後学習支援教室
「つばさ教室」を６月９日(木)より順次実施します。つばさ教室では、大学生な
どの支援員の先生方が、子どもたちの習熟度に合わせて個別に学習支援を行いま
す。3 年生以上で担任、保護者、本人の希望のある児童が対象です。対象児童の
保護者様には、文書を配布いたしましたのでご確認ください。

■ 弥刀小の外国語活動
平成 30 年に施行される新学習指導要領では、5、6 年生の外国語学習が「英語」という教科となり、
現在 5、6 年生で行っている「外国語学習」が 3、4 年生に前倒しされます。目的は、外国語を通してこ
とばや文化に対する理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成することです。
本校においても、週に２日、市から各学校に派遣されている ALT (Assistant Language Teacher)の先
生の協力のもと外国語活動を行っています。今年度は、昨年度までお世話になったケーティ・ファネル
先生に変わって、4 月からカナダ出身のヨーキー・ウォン先生が本校に来て下さっています。職員室で
も「陽気なヨーキー先生！」と、みんなに慕われています。また、今年度も普段の学習とは別に、年に
2 回、5 人の外国人の先生がチームで来校し高学年を中心に「移動英語村」を開設してくださることに
なっています（第 1 回目は 10 月 4 日を予定）
。高学年のみなさんにとっては、ヨーキー先生から学んだ
英語表現をどんどん使って、コミュニケーションの力を伸ばす良い機会となるのではと思います。ヨー
キー先生や「移動英語村」の先生方には、時間の許すかぎり、中学年や低学年のクラスにも訪問しても
らいます。子どもたちには、外国語活動を通して、異なる文化を持つ人々との交流を大切に出来る人に
なってほしいなと思います。

■ 教育トピックス
・４年ソーラーカー体験
5 月 18 日(月)に 4 年生が理科の学習の一環として太陽電池を利用したソーラーカー体験学習をしま
した。この体験学習は、堺市立堺高等学校科学部の吉田充男先生と生徒のみなさんのご厚意によって行
われたものです。吉田先生は、ソーラーカーを制作しレースに参加されていますが、なんと弥刀小学校
の第 100 回目の卒業生だそうで、ソーラー発電の仕組みだけではなく、「将来、何かになりたいと思っ
たときに、何にでもなれるように、今、勉強してほしい！」と弥刀小の子どもたちへの思いを熱く語っ
てくださいました。レースに出場したソーラーカーの内部を見せていただいたり、ソーラー発電を使っ
たおもちゃを触らせていただいたり、また実際に太陽発電で動くミニソーラーカーを試乗させてもらう
こともでき、楽しみながら科学の知識を深めました。吉田先生と生徒のみなさんには、ぜひ来年も出前
授業に来ていただきたいと思っています。本当にありがとうございました!

＜ソーラーカー展示＞

＜吉田先生と堺高校のみなさん＞

＜ミニソーラーカー試乗＞

・交通安全教室
4 月 30 日(木)に布施警察署の方に来ていただき、1・2 年生と 3 年生を対象に、交通安全教室を開催
しました。
例年運動場で学習していますが、今年は雨が降りましたので多目的室での学習となりました。
1・2 年生は、道路の正しい歩き方について、また 3 年生は自転車の安全な乗り方について、布施警察
署の方のお話を聞いたあと、DVD を視聴しました。当日は、お手伝いに来て下さった PTA 健全育成委員
のみなさんにも警察の方のお話を児童と一緒に聞いていただきました。児童のみなさんには、日頃から
交通ルールとマナーを守って、交通事故がない一年にしてほしいと思います。ご家庭でもご協力をお願
いします。

■水泳学習が始まります
6 月 27 日(月)の週より、学年ごとに順次プールでの水泳学習がはじまります。暑い毎日ですので、
プール開きを楽しみに待っている児童も多いのではないかと思います。6 月 5 日(日)には、地区推主催
のプール掃除と金魚すくい大会が行われます。これは、プールの水を減らしながら、ボウフラ対策とし
てプールに放流している金魚を子どもたちが網ですくっていき、同時にプールにたまった水垢や汚れを
保護者や地域のボランティアのみなさんがブラシでゴシゴシと磨いていくものです。終わったあとには、
地区推より軽食もふるまわれます。毎年、暑い中汗を流しながら、子どもたちのためにプール掃除をし
てくださる皆さま、本当にありがとうございます。今年もどうぞよろしくお願い致します。
児童の皆さんには、みんなの協力でプールでの学習ができることに感謝をしなが
ら、それぞれが自分自身の目標に向かって精一杯努力してほしいと思います。水泳
学習の期間中「着衣泳」の体験学習も行います。児童には、万一事故や災害に巻き
込まれても、なんとか助けが来るまで水の中で持ちこたえる力を身につけさせたい
ですね。

■ 力を合わせて不審者から子どもたちを守りましょう！
5 月 9 日（月）に、弥刀小学校区愛ガード連絡会が開かれ、校区内の各自治会、保護者など子どもた
ちの登下校を見守って下さるボランティア協力員の方々が一堂に会しました。本校からは、
校長、教頭、
新旧 PTA 会長・役員、PTA 健全育成委員長などが出席しました。昨年は、地域の方も保護者も決められ
たポイントに立って児童の登校を見守っていましたが、今年度は、保護者が児童といっしょに登校する
新しい「マモルンジャー」のやり方が PTA より提案され、会議で承認されました。これは、踏切や交差
点での事故だけでなく、最近多発している不審者による露出や痴漢行為から子どもたちを守るための方
法として提案されたものです。多発する不審者事案を受けて、
「自分たちの子どもは、自分たちで守る!」
という意識が学校・地域全体で高まっています。ぜひ、保護者の皆さまのご協力をお願い致します。
（詳
しくは、すでに発行されております PTA からの文書をご覧ください。
）
尚、地域の愛ガードさんには、いままで通り踏切や交差点での見守りをお願いしています。雨の日も
風の日も全くの無償のボランティアで子どもたちの登下校を見守ってくださる愛ガードの皆さま、本当
にありがとうございます。これからもよろしくお願い致します。

◎

もし、不審な人物に遭遇されたり、被害にあわれたりした場合は、
犯人逮捕につながるように速やかに直接警察にご連絡ください。

布施警察署
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６月行事予定
日曜

行事予定

1 日(水)

教科外研（教職員研修）1:30 下校

2 日(木)

低学年遠足 5・6 年歯科検診 1：25～

3 日(金)

児童運動会反省 6p

地域・PTA 等

6 年体重測定

5 年体重測定

マモルンジャー１年

4 日(土)

弥刀中学校運動会

5 日(日)

地区推主催プール金魚すくい（プール掃除）

6 日(月)

児童集会

諸費振替日

家庭学習週間開始

7 日(火)

4 年体重測定

8 日(水)

心臓検診２次午前（弥刀中学校）

地域教育協議会役員会 19：00～ 総会 19：
委員会

貯金日

たんぽぽ交流２－２
30～

9 日(木)
10 日(金)

3・4 年歯科検診 1：25～
たんぽぽ交流２－１

つばさ教室開始
3 年体重測定

マモルンジャー１年

11 日(土)

校庭開放 6 年

12 日(日)
児童集会

心臓検診２次もれ（荒川小学校）13:30～

給食試食会

13 日(月)
4 年社会見学

2 年体重測定

14 日(火)

教育相談員来校

英語村

3・4 年スポーツテスト 1p～

15 日(水)

観劇

16 日(木)

ミニバス公式戦 VS 上小阪＠弥刀小１時～

1 年体重測定

クラブ①

5・6 年スポーツテスト 1p～

低学年遠足予備日

17 日(金)

マモルンジャー１年
6 年キューピー出前授業

18 日(土)
19 日(日)
20 日(月)

児童集会

21 日(火)

5 年非行防止教室 3p

22 日(水)

火災避難訓練 10：50～

23 日(木)

1・2 年歯科検診 13:25～

弥刀中学校区駐禁パトロール 14：00～

24 日(金)

スクールガードリーダー来校

マモルンジャー１年

プール林間前検診 14：00～
クラブ②

25 日(土)

たんぽぽ交流 3-1

校庭開放１年

26 日(日)
27 日(月)

児童集会

プール開き

28 日(火)

支援林間

29 日(水)

支援林間

30 日(木)

6 年ミニバス小小交流会＠弥刀東小学校１時～

クラブ③

