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☆ 天高く馬肥ゆ

実りの秋です

今年の夏は連日 30 度を超える猛暑が続きましたが、台風の近畿圏通過を境に秋の
気配を感じるようになりました。うだるような暑さの中、学習していた子どもたち
もようやくすがすがしい環境の中で学習できます。学校菜園につくった田んぼの稲
も色づき、季節の移り変わりを感じさせてくれます。
さて、10 月から 11 月にかけてのこの時期、子どもたちは教室で学習した内容への理解を更に深めるため
に、あるいは気持ちのいい気候のもと集団づくりに取り組むために、様々な場所に校外学習に出かけます。
6 年生は、10 月 20 日(木)と 21 日(金)の 2 日間志摩磯部・賢島方面への修学旅行に行きます。
また、10 月 23 日(日)には弥刀中学校でエコフェスタ ミト フリーマーケットが、11 月 6 日(日)には本校
にて日曜参観の後、弥刀総合福祉大会(ふれあい祭り)が予定されており、秋は普段教室ではできない体験や
学習が盛りだくさんです。教室の外に出て地域の方々とふれあいながら様々な体験活動を行うことは、子ど
もたちの郷土愛を深めるためにも大切なことだと考えています。秋の深まりとともに、子どもたちの学習に
対する理解も深まるように、しっかりと事前・事後学習に取り組みます。実り多き秋となりますよう、保護
者の皆様のご支援・ご協力をお願いします。
（校外学習、修学旅行の様子は 11 月号でお伝えします。）

■ たくさんのご来校、ありがとうございました
○

夏休み作品展
9月2日（金）から6日（火）まで夏休み作品展が開催され、工作・手芸・自由研究・
絵画・書写など、子どもたちの力作が多目的室に展示されました。どの作品にも子
どもたちの頑張りがよく表れており、保護者からは「リサイクルでできた作品もあ
り工夫しているなと思いました。」
「今年も例年に劣らずすごい作品ばかりでした！」
「毎年、見に来るの楽しみです。」など、たくさんの感想が寄せられました。たく
さんのご来校ありがとうございました。

○

授業参観・懇談

9 月 15 日(木)、16 日(金)の授業参観日は、たくさんの保護者の方にご来校いた
だきました。授業参観中、各クラスを巡回しましたが、どの教室でも保護者の方々
が熱心に子どもたちの様子を観察して下さっていました。子どもたちの真剣な学
びをそっと見守って下さり感謝致します。学校での子どもたちの様子はいかがで
したでしょうか？何かお気づきの点がありましたら遠慮なく担任までお知らせく
ださい。尚、20 日（火）に予定されていた 3 年生の参観・懇談会および 6 年生の
参観・修学旅行説明会は、台風のため 10 月 4 日（火）に延期となりました。お忙
しいとは思いますが、ぜひご出席ください。

■ 教育トピックス
○

～

こんな学習もやっています!

～

近畿大学による出前授業
9月6日（火）に、近畿大学理工学部エネルギー研究会の学生の皆
さんが来校し5年生を対象に出前授業を行ってくださいました。今年
の出前授業では、モーターにつけた羽にうちわで風をあて、モータ
ーを回してLEDを発光させる実験をグループごとに行いましたが、み
んなで力をあわせて取り組み、みごとLEDが光らせることに成功しま
した! また、パワーポイントを使った説明はとても上手で、子ども
たちは楽しく発電の仕組みなどについて学びました。近畿大学の学
生のみなさん、今年も楽しい授業をありがとうございました。

○

ＡＬＳＯＫ安全教室

9月8日（木）に1年生を対象としてＡＬＳＯＫによる
安全教室が開かれました。講師の先生からは、自分
の身を守るためには何が必要か、クイズ形式でわか
りやすく教えていただきました。「知らない人には
ついていかない。車にはのらない。おおきな声を出
してすぐににげる。そして、だれかにしらせる」こ
とが大事です。「いかのおすし」と覚えるとよいそ
うです。ぜひ、実践してほしいと思います。

○

室戸台風犠牲者追悼 墓参り
創立百周年記念誌「百年の歩み」によると、昭和 9 年 9 月 21 日の室戸台風によって、本校の２階建て木

造校舎が倒壊し、児童 33 名、保護者 1 名が犠牲となりました。本校では、室戸台風による被害を決して忘
れないように、また自然災害に対する校内の意識を高めるために、毎年秋に犠牲者の追悼墓参りを行ってい
ます。今年は、9 月 14 日（水）に教職員と児童代表で放課後に墓参（友井墓地・近江堂墓地・小若江墓地）
を行いました。墓をきれいに清掃し草むしりをしたあとみんなで合掌をしました。防災教育の一環として、
これからも墓参りを続けていきます。

学校安全碑（正門付近）

友井墓地

近江堂墓地

■ 保護者アンケートにご協力ください
10月中旬から12月上旬にかけて、保護者の皆様を対象に下記の二つのアンケートを実施します。 詳細に
つきましては、用意が出来ましたら回答用紙と説明のプリントを配布いたします。お忙しいところ恐縮です
が、どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。
① 教員の授業力についてのアンケート(授業力アンケート)
担任、専科、支援学級など、お子様の授業を担当するすべての教員の「授業力」について、保護者の皆さ
まにお子様と話し合っていただき、5つの観点から回答していただきます。結果は集計され、授業の様子を
把握するための参考資料として管理職のみ目を通します。結果は公表されません。アンケートには、保護者
の皆さまの名前を明記していただきます。本アンケートは大阪府教育委員会の方針に基づき毎年行われてい
るものです。アンケート用紙は10 月12 日(火)に配布予定です。
② ご家庭での生活習慣や学習についてのアンケート(学力対策学校支援事業に係わる保護者調査)
学校生活やご家庭での子ども達の様子を把握し、児童への教育指導の充実や学習環境の改善等に役立てる
ことを目的として実施します。結果は学校で集計し、「学校だより」などで一部を公表します。アンケート
にお名前を書いていただく必要はありません。本アンケートは東大阪市教育委員会の方針に基づき毎年行わ
れているものです。アンケート用紙は11月下旬～12月上旬に配布予定です。

■ 第４回

エコフェスタ

ミト

フリーマーケット

10 月 23 日（日）に地域教育協議会主催の「第４回エコフェスタ

ミト フリーマーケット」
（通称 「み

とフリマ」
）が弥刀中学校運動場で開催されます。みとフリマは、地域・家庭・学校の連携を深めるために、
中学校区の行事として４年前から実施されているものです。中学校区での交流と同時に、リサイクル意識の
向上とおさがり文化の継承も目的としています。
当日は、地域の方々のフリーマーケットだけでなく、模擬店や舞台発表も行われます。舞台の出演団体な
どは下記のとおりです（予定）
。また、中学生による開会式、子どものための体験ゲームコーナー、自転車
シミュレーターを使った交通安全の取り組み、資源ステーションでのごみの分別、なども予定されています。
開催時間は、１１時～１４時です。どうぞ、ご来場ください。

□ 会場

弥刀中学校運動場

□ 時間 午前１１時～午後１４時

○フリーマーケット
雑貨、日用品、古着、手作り品、など
○模擬店
焼きそば、やきとり、フランクフルト、ミルクせんべい、ポップコーンなど
○舞台発表
弥刀東幼稚園、光る源氏、弥刀フラダンス教室、Akira、ブルーキャナリーバトンスタジオ、
チアダンスクラブエンジェルスなど。
○子どもゲーム
ボールすくい、コインおとし、ビンゴなど
＊尚、雨の場合は、規模を縮小して室内で行います。
□ 主催

弥刀中学校区地域教育協議会

□ 協力

弥刀・弥刀東校区自治連合会・弥刀・弥刀東 地区推

10 月

行事予定

日曜

行事予定

地域・PTA 等

1 日(土)

弥刀東幼稚園運動会

2 日(日)
3 日(月)

PTA 運営委員会

4 日(火)

英語村

5 日(水)

諸費振替日

3 年参観・懇談会

6 年参観・修学旅行説明会

委員会（前期最終）

6 日(木)
7 日(金)

1・2 年遠足（天王寺動物園）

修学旅行前検診

8 日(土)

マモルンジャー2 年
校庭開放６年

9 日(日)
10 日(月)

体育の日

11 日(火)

教育相談員来校

12 日(水)

貯金日

13 日(木)

3・4 年遠足（大阪市立科学館）

14 日(金)

1 年食育 1・2ｐ

陸上記録会練習開始

委員会

授業アンケート配布
2 年食育 1・2ｐ
マモルンジャー2 年

15 日(土)
16 日(日)
17 日(月)

後期児童会認証式

18 日(火)
19 日(水)

朝鮮文化に親しむ東大阪子どもの集い

1:30 下校

授業アンケート回収締切
20 日(木)

6 年修学旅行

弥刀神社祭礼

21 日(金)

6 年修学旅行

マモルンジャー2 年

22 日(土)

ＰＴＡ学習委員会防災学習

校庭開放 6 年

ふれあいまつり全体説明会

エコフェスタ ミト フリーマーケット
23 日(日)
（弥刀中学校）
24 日(月)
25 日(火)

5 年国際理解学習 3・4p

小中平和学習交流会 1:30～（弥刀中学校）

26 日(水)

クラブ

27 日(木)

陸上記録会

28 日(金)

1・2 年どんぐりひろい （枚岡公園）

ブラッシング指導 5ｐ（多目的室）

学校清掃
マモルンジャー2 年

29 日(土)
30 日(日)
31 日(月)

ＰＴＡスポーツ文化委員会ドッジビー大会
陸上記録会予備日

