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待つことの難しさと大切さ
校
８日のファミリー参観には，大勢の保
護者の皆様にご来校いただき，誠にあり
がとうございました。
今年度も子ども達と一緒に登校して，
１５分間行うスキル学習や英語モジュー
ル学習などの朝活動，１・２時間目の授
業，そして３時間目の親子清掃と，子ど
も達の日常生活をご覧いただいたり，と
もに活動をしたりしていただきました。
中・高学年が行った英語モジュール学
習は，１時間目の前に行う教科として実
施している正式な英語の授業です。４５
分間の１単位時間の学習を，週に２～３
回，１５分ずつ実施することで，年間の
授業時間数を増やしています。子ども達
は，映像の視聴やペア学習などを通して，
聞く・話すことや，内容によっては読む
ことや書くことにも取り組みます。
また，１・２年生が行った俳句の学習
は「ふるさと大垣科」という大垣市独自
の授業です。音節に対する理解や語の適
切な選択など，言語に関する力を伸ばす
よい機会となっています。
それにしても今の子ども達の学校生活
は忙しいと思いませんか。高学年になる
と，委員会や係の仕事，行事の準備，マ
ーチングバンドの練習など，休み時間も
ゆっくりできないような状況の子どもも
います。学校全体がもう少しゆったりと
した生活ができるように，行事の精選に
取り組んでいきたいと考えています。
話は変わりますが，先日，低学年のお
子さんがいる方から，「子どものやるこ
とがあまりにも遅いのでイライラしま
す。どうしたらよいのでしょう。」とい
うお話を伺いました。年齢や性格，特性，
その子の育ってきた環境が分からないの
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で，「これだ」という回答はできません
し，そんな自信もありませんが，私も含
めて，親なら何度も経験することですね。
以前，この学校だよりに「指導したこ
とを定着させるには，指導２割，見届け
５割，価値付け３割が大切」という内容
のことを記しました。見届けることが大
切なことは言うまでもなく，またとても
難しいものです。
家庭において，子どもがやらなければ
ならないことになかなか取りかからない
こと，取りかかっても遅かったり，間違
ったりしていることがあると思います。
保護者の皆様はそんな場合，どうされ
ていますか。その時の状況によって違う
と思いますが，次のような行動をとるの
ではないでしょうか。
・時間の許す限り，本人がやろうとする
まで待って自分でやき切らせる。
・早くやるように促して（叱って）自分
でやり切らせる。
・手伝って一緒にやる。
・待っていられないので，親がやる。
約束をすること，なぜやるべきかを理
解させること，待つ（見届ける）ことな
ど，一つずつ手順を踏んで子どもを成長
させることです。親がすこしゆとりを持
って見届け，できたら満面の笑みで抱き
しめ，いっぱい褒めてあげてください。

お話の中へぐっと引き込まれた芸術鑑賞会
５月２４日，劇団風の子による「マーレンと雨姫」という演劇を
鑑賞しました。６人だけの劇団でしたが，体全体を使った動きと迫
力ある声で，子どもたちをお話の中へ引き込んでいました。舞台や
楽器も工夫されていて楽しい時間を過ごすことができました。

豊川赤坂小６年生との最後の交流会
６月５日，旧街道の宿場町「赤坂」にある縁で続けてきた豊川
赤坂小学校との交流を行いました。第一部の全校児童との交流会
では，豊川赤坂小の６年生４９名の和太鼓の演奏を聴かせていた
だきました。その後，６年生児童同士がグループごとに，赤坂の
町を探検しました。本校の６年生は，当日までに，本陣跡やお茶
屋屋敷，赤坂港，安楽寺などを訪れ，折戸先生から赤坂の歴史や
史跡を学んできました。２４年間続いたこの交流会も最後になり
ました。

ファミリー参観 親子清掃ありがとうございました
６月８日（土）のファ
ミリー参観は，親子での
登校から始まり，授業参
観，親子清掃，親子での
下校まで，多くの保護者
や家族の方に参加して
いただきました。特に親
親子清掃
子清掃では，子どもたち
親子下校
だけではできない場所の清掃を行っていただき，「ぴかぴか赤小」になりました。また，親子下
校では，危険箇所（交通安全・防犯・防災）と「子ども 110 番の家」の確認を親子で行っていた
だくこともできました。ありがとうございました。

５年生荒神山宿泊研修
６月 18 日 19 日に，５年生
が宿泊研修を行いました。
「Ｔ
ＲＹ～けじめ 協力 親切～」
をスローガンに掲げ，事前の
取組を生かして，日常生活で
は体験できない活動を楽しみ
ました。
２日目のリバーボート

１日目のキャンプファイヤー

PTA 広報紙「かなぶやま」佳作
30 年度の本校の広報紙が，市のＰＴＡ連合会より佳作をいただき，市のＰＴＡ定期大会で表彰
していただきました。広報委員会の皆様，執行部の皆様ありがとうございました。

第 39 回大垣市少年の主張大会
６月１日，大垣さくら会館で「大垣市少年の主張大会」が行われました。本校からは６年生の
河本珠璃さんが出場し，「ちがう見方をすれば」という題で考えを述べました。素晴らしい主張
が認められ，３月に開催される第 36 回大垣市明るい青少年都市市民会議大会においても発表す
ることになりました。

夏休みの行事
7/22(月)～24(水)
少年の船（鹿児島交流）
7/28(日)
市民水泳大会
児童生徒相撲大会
8/21(水)全校登校日
9/ 2(月)２学期始業式

７月の行事予定
日 曜

朝活動

１ 月

全校朝会

2 火

学 校 行 事

社会・ＰＴＡ行事

全校朝会
掃除重点日

ミニ資源回収
挨拶キャンペーン

モ読

ALT

校外指導委員会
19:00～

3 水

モス

⑤⑥クラブ 1 円募金
ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ訪問日

4 木

なないろ

ALT

5 金

モス

希望懇談① 短縮４時間授業
ALT

6 土

モ読

土曜授業

8 月

歌声朝会

歌声朝会
学校評議員会②授業公開

9 火

モ読

希望懇談② 短縮４時間授業

10 水

モス

希望懇談③ 短縮４時間授業

11 木

なないろ

１年

下 校 時 刻
２年 ３年 ４年 ５年

６年

小中合同子ども会

7 日

12 金 結団式

１円募金 昼：たてわり活動

⑤１の１公開授業 ⑥マバ
結団式

⑤大掃除

寺子屋

13 土

少年の船結団式・事前研修

14 日
15 月

（祝）海の日

16 火

モ学

17 水
18 木

モス
学活

19 金

モス

6 年奥の細道むすびの地
記念館見学 ALT
⑥委員会
ALT
１学期終業式 ４時間授業
ALT

20 土
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水

挨拶キャンペーン

夏休み 開始
少年の船 本研修～２４日 鹿児島

相撲練習①
相撲練習②
相撲練習③
相撲練習④
水泳教室① 相撲練習⑤
市民水泳大会

２０日以降の予定は，確定ではありません。
改めて夏休みの予定表を配付させていただき
ますので，そちらをご覧ください。

市児童生徒相撲大会

水泳教室②
水泳教室③
幼保園プール使用

お知らせとお願い
◇ 令和元年度における教科書展示会は，大垣市立図書館にて，６月 28 日まで開催されています。
◆ 防犯ブザーの確認をご家庭でもお願いします。音が出ない場合は，電池交換や取り替えをお願い
します。

