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一人一人、そして、みんな一緒に

～一年間、どうぞよろしくお願いいたします～

校 長 井上 聡子

４月５日（水）、この日に合わせたかのように、秋津小の桜がほころび始めました。

今年度は、１１日（火）に新一年生２８名を迎えて、全校児童２５６名１０学級、教職員

２３名で、平成２９年度がスタートいたします。

始業式では、まず、みんなが来る「今日の日」を、先生方は、とても楽しみに待ってい

たことを伝えました。初日に、２年生から６年生の”児童全員”と会うことができたことを

何より嬉しく思います。

そして、「みんな一緒に頑張ることができる、みんな一緒に正しいこと間違っているこ

とを考えることができる」ことと同時に、「一人でも頑張ることができる、一人でも正しいこ

と間違っていることを考えることができる」こと、この両方が大切だという話をしました。

更に、今年度、あらたな気持ちで、「あきつ あいさつ ありがとう」に取り組んでいこ

うと投げ掛け、来週入学してくる一年生にも、自分から「おはようございます！」と声を掛

けてみよう、と話しました。

最後に、教務主任が、「場所を移動して構わないから、今ここで、“よろしくお願いしま

す！”と挨拶し合いましょう。」と投げ掛けると、体育館に明るく元気な声があふれまし

た。学級の友だち同士挨拶する子、学年を超えて挨拶する子、先生方に挨拶する子、

始業式に来てくださった“安全支援ボランティア”の方々に駆け寄って挨拶する子など、

生き生きとした姿が見られた良いスタートの場となりました。

今年度は、新しい教職員４名が着任いたしました。

新たな仲間や先生との出会い、新しく始まる生活や学習など、一年生だけではなく、

二年生以上の子どもたちにも、大きな期待や不安があるかと思い

ます。そのような期待に応えるとともに、課題はステップアップで

きる好機と捉え、教職員が一丸となって、一つひとつ指導を積み

重ねてまいります。

今年度も、保護者並びに地域の皆様方の御理解・御協力を、

どうぞよろしくお願い申し上げます。



４月の行事予定

５日（水） 着任式・始業式 １９日（水） 聴力検査１・２・３・５年

下校指導・１１：３０下校 なかよしタイム顔合わせ

６日（木） 短縮日課・１２：１０下校 パートナー会議

７日（金） 短縮日課・１２：１０下校 スクールカウンセラー勤務日

８日（土） 花の実園さくら祭り（吹奏楽部参加） ２０日（木） 習教研（給食あり）１４：１０下校

１０日（月） 入学式前日準備 避難訓練

（下校時刻は各学年だより参照） グリーン運動

１１日（火） 入学式・１１：００下校 ２１日（金） ＰＴＡ総会

１２日（水） 給食開始（２～６年） 新清掃分担顔合わせ

１年給食なし下校(1７日まで) ２４日（月） 家庭訪問①（１・２丁目方面）

身体測定・視力検査５・６年 尿検査回収日

１３日（木） 学級懇談会（２～６年） ２５日（火） 全校朝会

部活説明会 ・アレルギー対応説明会 なかよしタイム

身体測定・視力検査３・４年 歯科検診１・３・６年

（下校時刻は各学年だより参照） マリーンズベースボールチャレンジ４年

１４日（金） 身体測定・視力検査１・２年 ２６日（水） なかよしタイム

１７日（月） 交通安全教室 運動会練習開始

委員会活動 三味線に挑戦（４～６年）

１８日（火） １年生給食開始・１３：２０下校 ２７日（木） 家庭訪問②（３･４･５丁目方面）

全国学力・学習状況調査６年 学校運営協議会

クリーン運動・５－１ ２８日（金） 家庭訪問③（その他地域）

２９日（土） 昭和の日（祝日）

校長 井 上 聡 子 教頭 齋 藤 信 幸 教務主任 渡 辺 雅 和

１－１ ○竹 森 康 代

担 ２－１ 荒 木 研 太 ２－２ ○渡 辺 雅 和

３－１ ○中 島 裕里子 ３－２ 鎌 形 周

任 ４－１ 藤 井 恵里子 ４－２ ○関 陽 介

５－１ ○岩 田 桂 祐

６－１ ○宗 像 洋 ６－２ 國 友 慎 平

音 楽 専 科 石津谷 愛 子 少人数指導 中 山 道 代

養 護 教諭 安 中 亜矢子 栄 養 教 諭 高 橋 さゆり

担 県 事 務 瀧 上 志 穂 市 事 務 伊 藤 規 子

任 技 労 士 中 島 龍 明 学 校 司 書 田 邊 美 香

外 支 援 員 今 関 幸 姫 支 援 員 井 上 彩

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 藤 田 絵 美

スクールカウンセラーについて
昨年度より、本校にスクールカウンセラーが配置されまし

た。子どもだけでなく、保護者の相談にものっていただけます。

子育てやご家庭のことなどで心配なことがありましたら、お気

軽にご相談ください。 今月は１９日（水）が勤務日です。

平成２９年度 教職員紹介
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欠席連絡について

○連絡帳もしくは、ファックス・電話でご連絡ください。

○欠席した日のお手紙などは、学校で預かっておきます。

○兄弟姉妹が本校に在籍している場合は、連絡帳でお願いします。その日のお手紙と一緒に

連絡帳をお返しします。

○連絡帳を近所のお子さんに託された場合、学校で預かっておきます。

就学援助という制度があります

経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童の保護者に対して必要な支援が、学

用品費・修学旅行費・校外活動費・学校給食費等支給されます。 市のホームページ「申請書の

ダウンロード」からダウンロードすることができます。また、申請書は学校にもありますので、

教頭（齋藤）までご相談ください。

とんぼスタディについて

昨年度１月に「とんぼスタディ」（秋津小家庭学習ガイド）を配布いたしました。年度途中という

こともあり、各学級でそのねらいについてご説明する機会がございませんでした。そこで、１３日

の懇談会で話題とさせていただきたく、１月の学校だよりでご説明いたしましたことをここで再掲

いたします。「とんぼスタディ」をお示しした経緯について、ご理解ご協力をいただきたいと思い

ます。

次ページに千葉県教育委員会発行の家庭教育リーフレット「やってみよう」の記事を掲載いた

します。親子のコミュニケーションや、家庭学習・読書習慣のチェックポイント等ご覧いただきた

いと思います。

「家庭学習が大切だ、ということはわかっているけれど、何をすればよいのかわからない」、

「宿題以外は勉強しない」といった声をよく聞きます。そこで、「家庭学習」に対しての考え方を

保護者の皆様と共有することで、お子様の学習習慣の確立や学力の向上を目指したいと思

い作成しました。
目的の一つ目は，何といっても「学習習慣の確立です」これまでも毎日、宿題が出されてき

たと思います。これも「家庭学習」です。まずは、毎日出される宿題を忘れずにきちんと行うこ

とが大切です。つまり、毎日継続して学習をするということです。

もう一つは、「受動的な学習から能動的な学習へ」です。宿題は与えられたものです。それ

に留まらず、自分で選んで学習をする『自主学習』の習慣をつけてほしいという願いがありま

す。

なお、学校としては『宿題』は「必ずやるもの」と考えておりますが、『自主学習』については、

「取り組んでみましょう」という任意なものとして現在は進め、次第に主体性が身につけばよい

と考えています。したがって、『自主学習』については、ご家庭でも学校でも、「なんでやらない

の！」とか「やらなければならない」ではなく、宿題以外の学習に取り組んだということを「よく

頑張ったね」や「自分で考えて勉強したんだね」といった称賛する声かけをぜひ行ってほしい

と思っております。ご協力お願いいたします。

これらのことをご家庭と学校とが共有し、お子様を支えていきたいと考えております。
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土 づ く り
校 長 井 上 聡 子

この季節、秋津の通学路を見回ると、街路樹の新緑、色とりどりのツツジの花、ハナミズキや

コデマリの白い花、自然の鮮やかな色が次々と目に飛び込んできます。改めて、秋津の自然の

豊かさを感じる春が来ました。

先週の２８日（金）には、秋津の街の方たち、保護者の

方たちにお手伝いいただいて、５年生が田植えを行いまし

た。今、秋津の水田には、苗がまだ頼りなげに、それでも

青々と空に向かって立っています。

農家の方は、良い米を作るために、何よりも「土づくり」を

大切にするそうです。よく耕され、力をつけた土で育った作物は、とても強く伸びていく

ということを農家の方から教えていただいたことがあります。

人間も同じことが言えるのではないかと思います。生きていく中、自分の思い通りに

いくことばかりではありません。子どもたちも、上手くいかないこと悩んだりすることを、そ

の時々で経験します。その経験こそが、生きていく力の「糧」となります。経験が、「糧と

なるように」、周りの大人が連携しながら、見守り育んでいくことが大切です。思い通りに

いかないことに出会った時を、逆に「成長できる機会」と捉え、大人がともにに支えていく

ことが、子どもを大きく育むことにつながります。

５月２０日（土）には、「秋津小学校と地域の大運動会」が開催されます。秋津ならでは

の運動会です。子どもたち・教職員・保護者の皆様・地域の皆様が時と場をともにする、

有意義な一日となることを心から願っています。

４月２０日（木）に、地域の方から学校に届いたお便りを紹介いたします。

「こんにちは。秋津の住人です。

挨拶標語のプレートが学校の周りのフェンスに掲載されていて、微笑ましく

読ませて頂いています。

時々学校帰りの生徒さんから『こんにちは』と声を掛けられます。思い掛けない可愛い声掛けに

『こんにちは。お帰りなさい。』と返すと、少々はにかんだ笑顔が返ってきました。

よい教育をしてくださって、先生方に感謝申し上げたい気持ちで投稿させて頂きました。」

感謝の気持ちでいっぱいになりました。また頑張っていこう！と、教職員が大きな力をいただきました。

きっと、ご家庭でも挨拶を大切にしていらっしゃるのだと思います。温かい街の力が伝わってきました。



１日（月） 委員会活動 １８日（木） 耳鼻科検診（１・５年）

なかよしタイム グリーン運動・パートナー会議

２日（火） クリーン運動６－１ １９日（金） 運動会前日準備（５・６年）

１年生を迎える会 １～４年は１３：２０下校

とんぼランチタイム ２０日（土） 秋津小学校と地域の大運動会

８日（月） 陸上選手を励ます会 ２１日（日） 予備日

運動会全体練習① ２２日（月） 振り替え休業

９日（火） 市内陸上大会（６年弁当） ２３日（火） 全校朝会

１０日（水） スクールカウンセラー勤務日 歯科検診（２・４・５年）

登校指導 なかよしタイム

市内陸上大会予備日（６年弁当） ２４日（水） 内科検診（１・４・６年）

運動会全体練習② スクールカウンセラー勤務日

１１日（木） 学校説明会 ロング昼休み

とんぼセミナー ２５日（木） ごみゼロ運動

１２日（金） 運動会全体練習③ なかよしタイム

１５日（月） 運動会全体練習④ ２９日（月） ６年セカンドスクール１日目

１６日（火） 習教研（給食あり） ３０日（火） 尿検査２次

クリーン運動６－２ ６年セカンドスクール２日目

１７日（水） 尿検査１次予備日 ３１日（水） ６年セカンドスクール３日目

教育相談週間（～２６日） ６月１日（木） クリーン作戦

第１回学校運営協議会
秋津小は、地域に密着した学校として特色ある学校運営を行ってきました。今年度は、コミュ

ニティスク－ル第４期３年目となります。今後は、これまでの実践を次の新しい教育課程にどう

つなげていくかが課題となります。今回の学校運営協議会で承認された経営方針は１１日（木）

の学校説明会で具体的に説明させていただきます。

【平成２９年度 学校運営協議会】

＜役員＞ 小関 秀夫 会長 小西 正大 副会長

＜委員＞（順不同）

秋津小学校ＰＴＡ会長 小西 正大 委員 秋津小学校ＰＴＡ副会長 加藤 千奈 委員

秋津まちづくり会議副議長 伊藤 知通 委員 社会福祉協議会秋津支部長 森崎 俊治 委員

学校体育施設利用団体代表 山下 晃 委員 民生主任児童委員 玉井 恵枝 委員

学校支援ボランティア代表 小関 秀夫 委員 学校支援ボランティア代表 桑名 英一 委員

千葉大学教授 伊坂 淳一 委員 市教育委員会指導課長 上原 宏 委員

市青少年センター所長 浦野 哲 委員 ※学校より委員として、校長・教頭・教務・生徒指導主任が出席

緊急連絡メールの登録について
本校では、緊急時の家庭への連絡を「 e ライブラリ連絡メール」というメールでお知らせをして

います。まだ、未登録の方は早めのご登録をお願いします。登録方法などご不明なことがあり

ましたら、担任までご連絡ください。

なお、連絡網を４月２７日（木）に配布いたしましたが、近隣他市において、「なりすましによる

個人情報の聞き出し」事件が発生しております。どのような内容あっても、おかしいなと思った

ら、「学校に聞いてください」とお話しください。また、ご家庭でも保管に十分ご留意ください。



安全な生活のために
２８年度、全校の子どもたちは大きな事故などもなく登校するこ

とができました。しかし、非常時に備え、普段から訓練や準備が、

必要です。４月、いろいろな訓練を行いましたので紹介します。

■新入学児童に対する交通安全指導
入学式後に、千葉県警・習志野警察・交通安全協会の方や、

「チーバ君」 「シーポック君」などのキャラクターに来ていただき、 （入学式後、教室にて）

新一年生に交通安全について話をしてもらいました。

■交通安全教室
４月１７日（月）に交通安全教室を実施し、１年生は横断歩道の

渡り方、２～６年生は自転車の乗り方について学習しました。最近

は自転車の事故で加害者になってしまうケースも新聞等でよく報

道されています。自分の安全を守ると同時に、人にも迷惑をかけ

ないようにしていくことが大切です。

■避難訓練 （自転車整備について）

４月２０日（木）に避難訓練を実施しました。東京湾を震源とした地震を想定して、津波対応の

避難場所である４階オープンスペースに集合しました 子どもたちは静かに避難し、とても立派

でした。万が一に備えて訓練を続けたいと思います。

給食費の引き落としについて
給食費が銀行口座からの引き落としとなっています。１～３年生は５,３２０円（一食２８０円）、

４・５年生は６,２７０円（一食３３０円）、６年生は５,９４０円（一食３３０円）の定額制になっていま
す。２９年度の第１回引き落としは、６月３０日（金）となっていますので、ご留意ください。

学校においでになるときは
学校においでになるときには、ネームプレートの着用をお願いいたします。先日、他県で見ず

知らずの男が保護者をかたって学校から女子児童を連れ出すという事件がありました。子ども

を守るための安全策の一つとして、ご協力をお願いいたします。

運動会でのお願い
５月２０日（土）に運動会があります。普段は穏やかな季節ですが、昨年度、風でテントが飛

んでしまうことがありました。事故防止のため、テントを設営される場合には、トラックから離れた

場所に設営していただくようお願いいたします。

４年１組に新しい先生が来ました
５月１日（月）より、４年１組に妊娠補助の先生が配置されました。

主に体育の授業のある日に勤務いたします。また、５月１６日（火）

からは、４年１組の担任として引き続き勤務していただく予定です。

江﨑 晃（えざき あきら）先生

広々とした校庭、明るい校舎。そして、元気な子どもたちに
ワクワクしています。どうぞよろしくお願いします。 江﨑 晃



各種催しや活動の募集について
■「キラット・ジュニア防犯隊」を募集しています！
子どもたちの防犯意識を高めるために、「キラット・ジュニア防犯隊」を募集しています。駅や

大型店でのちらし配布、防犯マップの作成などを行います。４・５・６年生が対象です。先日お配

りしました配布物をご覧いただき、是非、積極的な参加をお願いいたします。

■「日本女子ソフトボールリーグ」の試合があります
５月６日（土）・７日（日）に、習志野市秋津野球場において「日本女子ソフトボールリーグ」の

試合が開催されることになりました。２０２０年の東京オリンピックにも正式種目になっているソフ

トボールの選手たちの真剣なプレーは、子どもたちの心に残る試合となると思います。小学生

以下は無料（大人当日１４００円、前売り１０００円）です。試合予定は下記のとおりです

６日（土） １０：３０ ビックカメラ高崎 VS 戸田中央病院

１３：００ SGホールディング VS 日 立

７日（日） １０：３０ SGホールディング VS ビックカメラ高崎

１３：００ 日 立 VS 戸田中央病院

■「第１７回 わくわく交流会」があります
５月２１日（日）に「総合福祉センター２階 いずみの家」において「わくわく交流会」が開催さ

れます。障がいや年代を越え、ボランティア活動やバーべキューを通して交流を深める会です。

秋津の学区にある施設で、人と人のつながりを感じることのできる良い体験となると思います。

期 日 平成２９年５月２１日（日） １０：００～１４：００

対 象 小学生以上５０名 参加費 ６００円（食材費）

なお、参加を希望される方は、下記に直接お申し込みください。

問い合わせ・申込先 習志野市ボランティア・市民活動センター（社会福祉協議会）

Tel ４５１－７８９９ fax ４５１－８２１１
学校の様子から

４月２５日（火）に「千葉ロッテ

マリーンズベースボールチャレ

ンジ」という野球型のスポーツ

教室を４年生対象に行いまし

た。元プロ選手のコーチの指導

に、子どもたちは目を輝かせ活

動していました。

４月８日（土）花の実園にて、

「さくらまつり」が開催され、本

校からは吹奏楽部が参加しま

した。今年はあいにくの雨とな

り温室の中での演奏でしたが、

大きな拍手をいただきました。

応援ありがとうございました。

４月２３日（日）秋津小環境支

援ボランティアと PTAの皆さん
が果樹園の草刈りをしてくださ

いました。１５名の方が２時間

余りで、およそ１００袋の雑草を

刈ってくださいました。ありがと

うございました。



習志野市立秋津小学校学校だより

６月号
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人から学ぶということ

秋津小学校長 井上 聡子

ICT機器の利活用を図っていくことは、これからの学校教育において一層重要になって
きます。ICT機器を活用して情報を収集・選択したり、文章や図表にまとめたりと、今後、
良さを生かした取り組みを進めていきます。

同時に、ICT機器の利活用が進んでも、 大切さは変「人から学ぶ」
わりません。
５月９日（火）の陸上大会に向けて、七中の陸上部が２回に分け

て朝練習に来てくれました。中学生が「こつ」をアドバイスしてくれた
り一緒に走ってくれたりする中で、子どもたちは、とても大きなものを
学ぶことができたと確信しています。真剣さ、礼儀正しさなど、競技以外でも、中学生から
多くのことを学んだ機会となりました。

「人と「秋津小と地域の大運動会」も、子どもたちにとって、温かい
に触れる貴重な機会となりました。一緒に競技を楽しむの関わり」

姿、大人が応援し合う姿、準備や片付けに力を貸してくださる姿を見
せてくださった保護者や地域の皆様から、数えきれないことを学ぶこ
とができました。

また、今年度スタートさせた「異年齢集団 とんぼグループ」の活動
は、まさに を育む最たる活動です。「人と関わる力」
６年生をリーダーとして、各学年

１、２名ずつで構成された２８グルー
プが、仲間と過ごす時間を重ねてい

きます。自己存在感や自己有用感のみならず、相手の
「自分もみんなも楽しい心地良さ」立場を考えた言動や、

を感じられる貴重な機会となるよう取り組みを進めてい
きます。

は、数値で簡単に表せるもので「人と関わること」で育まれた豊かな心
はありません。掴みにくいからこそ、子どもと会話し、子どもの成長を捉
え、ともに喜び、ともに見守る、地道な歩みを大切にしていきたいと、改め
て思う６月です。



１日（木） クリーン作戦 ２０日（火） 習教研※４－１・６－２お弁当

３年祭り寿司体験 ２１日（水） プール開き（水泳指導開始）

５日（月） 委員会活動 ロング昼休み

２年図書ガイダンス（図書室利用） １年図書ガイダンス（図書室利用）

６日（火） ４年市内施設見学 ２２日（木） グリーン運動

クリーン運動（３－１） トンボセミナー(３～６年生)

７日（水） 新清掃分担開始 ４年お話会

９日（金） 登校指導 パートナー会議

１年学年PTA ２３日（金） 眼科検診（１・３・５年）

１０日（土） 谷津干潟の日フェスタ（吹奏楽部） ２年学年PTA

１２日（月） クラブ活動 ２６日（月） 委員会活動

とんぼお話会（先生たちの読み聞かせ） なかよしタイム（業間）

１３日（火） クリーン運動（４－１） ２７日（火） 全校朝会

内科検診（２・３・５年） なかよしタイム（業間）

１４日（水） ６年お話会 ２８日（水） 高学年５校時授業

１５日（木） 県民の日※学校休業日 ２９日（木） なかよしタイム（業間）

１７日（土） 授業参観･懇談会 高学年６校時授業

家庭教育学級・試食会 ３０日（金） １・６年歯磨き指導

１９日（月） 振替休業 ３年学年PTA

５月９日（火）、実花小学校を会場に平成２９年度の市内小学校陸上大会が開かれました。こ
の日に向けて６年生は５年生から基礎練習を始め、４月始めからは、朝に夕にそれぞれのめあ
てに向かって本格的な練習に励んできました。子ども達は、各種目において精一杯力を発揮し、
それぞれの記録を更新することができました。皆様の応援ありがとうございました。

七中生が教えに来てくれました １２３０ｍ走 ハードル走

応援席 女子リレー 学級対抗大縄跳び



５月２０日（土）は「秋津小学校と地域の大運動会」が晴天の下、開催されました。今年の児童
会のスローガンは、下記のように決まり、子ども達のがんばる気持ちも高まりました。

１・２年リズム「夢のあきつっこワールド」狩俣赤組団長 向後白組団長 ２年障害走

３・４年リズム「変幻自在」高学年騎馬戦「決戦！秋津が原」 児童会種目「大玉送り」

上学年紅白リレー 秋津の伝統 ５・６年ソーラン節

本年度の「健歯児童代表」として、６年１組の関和香菜さんと６年２組の近藤大雅さんが選ば
れました。長寿の方の口元を見ると、皆さんのとても立派な歯が印象に残ります。普段から歯を
大切にする意識を持ち続けていきたいと思います。また、同時に行われた「むし歯予防図画コン
クール」で、２年１組の山口朱理さんが市内第３位、同じく松川蒼空さんが入選に選ばれました。
おめでとうございました。

別紙でご案内したように、習志野市総合教育センターにて「わくわく学び
ランド」が開催されます。夏休み中の科学教室や学習教室は事前申し込み
が必要となりますが、講演会などは予約不要です。６月２０日（火）は「サケ
が大きくなるまで」という講演会が予定されています。習教研の日の午後
（１５：００～１６：３０）に開催されます。

運 動 会 大 成 功

「健歯」児童と「むし歯予防図画コンクール」入選の紹介

「わくわく学びランド」が開催されます！

赤白共に 優勝目指して 全力疾走



４月２８日(金)、５年生がビオト
ープで地域の方に教えていただ
きながら、田植えの体験をしまし
た。初めての経験で、悪戦苦闘
しながら｢代かき｣｢田植え｣に、
挑戦しました。ひざ下まで土に埋まり、足を取られ転んでしまう
子もみられましたが、子ども達は満足そうでした。｢総合的な学
習の時間｣では、米作りについて学習を進める予定です。

１年生から６年生までの児童でグループを編成し、１年間を通し
て活動する「とんぼグループ活動」をスタートさせました。昨年度ま
では２つの学年での交流でしたが、今年度は全ての学年で交流す
る「異年齢集団活動」を行っています。この活動を通して、思いや
りの心やリーダーの育成を図ることをねらいとしています。
４月１９日（水）に顔合わせを行い、これまでに「なかよしタイム」
（業間遊び）での活動を５回、「１年生を迎える会」、「とんぼランチ
タイム」（なかよし給食）、運動会でのフォークダンス「マイムマイ

ム」と、活動してきました。
６年生を「リーダー」と呼びリーダーを頼りにする１～５年生。その期待に応えようと頑張る６年

生。今後も活動を進めていく中で、さらに絆を深めていってほしいと思います。

基礎基本の定着、学習した内容の定着を図るために、今年度か
ら火曜・水曜・金曜日の８時２５分から８時４０分の１５分間を「パワ
ーアップタイム」として、スタートさせました。学習内容については、
学年だよりに掲載しています。学級担任だけでなく、校長、教頭、養
護教諭、栄養教諭、音楽専科、少人数指導教員の６名が各学年に
入り、全教員で全児童を指導する体制をとっています。
月の最後には「月例テスト」を実施し、学習してきた成果を確かめ

るとともに学習への意欲が高められるよう指導にあたっていきます。

平成２８年度より「地域における食育指導推進事業」を千葉
県教育委員会から指定を受け、本校栄養教諭の高橋さゆり
が推進委員に任命されました。これまでも、授業参観や家庭
教育学級の場面で、保護者の皆様や児童に食について伝え
てきましたが、今年度もより多くの機会をとらえて行きたいと
思います。右写真は、２年生がさやえんどうをむいてグリーン
ピースを取り出しているところです。給食の食材を通して旬の
食べ物に興味を持たせることをねらいとしています。

「縦割り活動」に取り組んでいます

５年生「田植え」に挑戦

パワーアップタイム」が始まりました「

食育に力を入れています
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命の美しさ 感じる心こそ

秋津小学校長 井上 聡子

子どもの育ちにとってもっとも大切なものはなんだろう。それは早々と九九が言えたり、英語が

しゃべれたりすることではないはずだ。知ることよりもまず感じること。そう言ったのは、卓越した

先見性をもって環境問題に警笛を鳴らした生物学者レイチェル・カーソンである。彼女は「センス・

オブ・ワンダー」という言葉を使った。驚きを感じる心、とでも訳せようか。何に対する驚きか。

それは自然の精妙さ、繊細さ、あるいは美しさに対してである。

これは、生物学者 福岡伸一さんの「命の美しさ 感じる心こそ」という

コラムの言葉です。

自然とは、アマゾンやアフリカのような大自然である必要は全くない、

とコラムは続きます。私が幼かった頃、学校から40分以上かかる帰り道、

あぜ道に寄り道しながら捕まえた虫や摘んだ花を握りしめて帰った日々を思い出します。時代や

場所によって環境は異なりますが、特別な何かを用意せずとも、近くの公園でも、買い物に行く

道ばたでも、ベランダの植物でも、「感じる機会」と「感じる心」が大切なのだと改めて思います。

学力を伸ばす上で、目に見えやすい技能面だけ伸ばしているのでは、限界に行き当たってし

まいます。逆に、技能的に「できること」が増えてこそ、思考や発想が広がります。基礎的な学力

をつけ、その力を活用する喜び、感じたり考えたり議論したりする楽しさ、難解なことや新しく生み

出すことに挑戦する面白さを、いかに意図的に組み合わせていくか、ここに大人の力の発揮どこ

ろがあります。

「歯磨き」や「お手伝い」、「身体を元気いっぱい動かすこと」も、『学ぶ力』につながります。夏休

みが、身近な環境の中で時間をかけて学ぶ豊かな時間となることを、そして、ひと回りもふた回り

も大きくなって元気に学校に戻ってきてくれることを、心から願っています。

今年度も、秋津の市民スポーツ指導員の皆さんが、７月２１日～７月３１日と、

８月２１日～８月３１日の６時３０分から、秋津小学校のロータリーで「ラジオ体操」

を行ってくださいます。

すすんで参加して、気持ちのいい一日を迎えられるといいですね。



行 事 予 定

３日（月） クラブ活動 １２日（水） 保護者面談③
５年お話会 １３日（木） （１８日まで）通常日課

４日（火） とんぼセミナー（補習教室３ ６年）短縮日課開始 下校14:10 ~
クリーン運動４－２ 救命入門コース（５年）
音楽集会（３･５年･吹奏楽部） パートナー会議

５日（水） ２年ふれあい給食会 グリーン運動
６日（木） 習志野市小中音楽会 １６日（日） 市民まつり(５･６年ソーラン節参加)
７日（金） （７日のみ） １７日（月） 海の日（祝日）通常日課

４年学年PTA １９日（水） 給食終了
８日（土） 総合防災訓練事前説明会 大掃除
９日（日） ジュニア陸上県交流会 ２０日（木） 終業式
１０日（月） 登校指導 ２１日（金） 補習教室５・６年

保護者面談① ２４日（月） 補習教室５・６年
１１日（火） 保護者面談② ２９日（土） 千葉県吹奏楽コンクール

PTA四役会 （千葉県文化会館）

６月１７日（土）の授業参観日には、ご参観いただきありがと
うございました。天気にも恵まれ、元気いっぱいの子ども達の
様子をご覧いただけたことと思います。１年生は初めての授業
参観でしたが、「積極的に発言する姿がたくましくなった」など、
保護者の方からも、温かい感想が寄せられました。
今後も、何か気になることがありましたら、保護者面談や連

絡帳をご利用頂き、担任までご連絡いただけますようお願いい
たします。

今年度より、通知表は専用のファイルに入れてお渡しします。２学期および３学期の始業式に
は保護者印を押して、通知表を入れたまま返却してください。
なお、昨年までお知らせしていました「学期ごとの目標と反省」につきましては、各学級で学期

の終わりに各自振り返りを行いますので、通知表の項目からは省きます。

代金１３０円につきましては、各学年の集金日に集めさせていただきたいと思います。

市内小中学校から、「情報の聞き出し」の連絡がありました。手口として「防犯パトロールを確
認したい」や「PTA活動について連絡したい」などの言葉と同時に、「連絡網の連絡先を教えてほ
しい」等、言葉巧みに聞き出そうとします。「おうちの人とかわります」などの対応ができるよう、普
段から話し合っておいていただきたいと思います。

通知表について

連絡網の取り扱いについて



習志野市が主催する「キラット・ジュニア防犯隊」に、本校から３名が参加します。習志野市青
少年防犯ボランティアとして、市内各駅・大型店等で防犯活動に関する啓発チラシの配布、駐輪
場での自転車防犯診断、防犯マップ等の作成など様々な活動を行います。

今年度は、 の６年１組 関 和香菜 さん 下迫 友里愛 さん ２組 本間 梅衣 さん
３名が、さっそく夏休みから関係施設の見学や研修を行います。これからの活躍が楽しみです。

７月６日（木）に習志野文化ホールで習志野市小中音楽会が開催されます。本校では５年生と
吹奏楽部が参加します。４日（火）１校時（８：４０～９：２５）には、全校の前で曲を披露する「音楽
集会」も予定されています。曲は次の２曲になります。

「ファンタジアⅡ」 １３時００分頃♪ 吹奏楽部
「ボイジャー」 １４時０５分頃♪ ５年合唱

５年生も吹奏楽部も本番に向けて一生懸命練習をしています。当日は練習の成果を十分に発
揮し、魅力的な歌声・演奏を広い文化ホ－ルいっぱいに響かせてほしいと思います。

７月１６日（日）に秋津小の５・６年有志の皆さんが、「市民まつり習志野
きらっと２０１７」で、「ソーラン節」を披露します。場所は市役所通りパレー
ド会場（千葉銀行津田沼支店脇～旧庁舎市民の広場前）となります。 （２８年度）
時間は午後４時から５時頃までを予定しております。５・６年生の大勢の参加と応援をお待ちし

ております。詳しい参加方法は、追ってご連絡いたします。

「千葉の食育推進」の一環として、習志野市企業局より、『第１１回ウィズガス 全国親子クッ
キングコンテスト ～炎の調理で五感を研ぎ澄ます～ 千葉県大会』の募集が来ています。
『わが家のおいしいごはん』 ～家族で一緒に作ろう、うちの自慢メニュー～ というテーマ

で、小学生と保護者の２名１組が参加資格となっています。申込は９月５日（火）までに、レシピを
応募用紙に記入し、京葉ガスコンテスト事務局まで郵送していただくことになってます。書類選考
を通過すると１０月２１日（土）に千葉市で実技選考会があり、関東大会、全国大会と進むことが
できます。ぜひ、奮ってご参加ください。詳しくは、習志野市企業局ホームページをご覧ください。

順天堂大学およびオービックシーガルズの協力により、小学校高学年（４・５・６年生）を対象と
して、「健康づくり」や「身体を動かすことの楽しさ」を学ぶプログラムの募集が来ています。
「チャレンジコース」は７月３１日（月）と８月１日（火）の２日間、 「ステップアップコース」は７月

３１日（月）と８月２日（水）の２日間です。

というキャッチフレーズのもと習志野市健康支援課“ ”この夏、キミは運動が好きになる
主催の企画で、募集のチラシが配布されます。ぜひ御検討ください。（７月１日～９日出願です。）

「クッキングコンテスト」のご案内 ～ ～食育

「こども健康大学」のご案内 ～ ～健康教育



６年セカンドスクール

テント設営 飯ごう炊飯 川遊び
５月２９日（月）～３１日（水）に、６年生が鹿野山少年自然の家に宿泊学習に行ってきました。

雨の心配もなく、テント泊・飯ごう炊飯・ナイトハイク・川遊び等、予定していた内容をすべて実施

３年祭り寿司体験することができ、野外活動を十分に楽しむことができました。

６月１日（木）には、３年生が「祭り寿司」の体験をさせていただき
ました。また、保護者の皆様による「クリーン作戦」もおこなっていた
だき、学校がとてもきれいになりました。ありがとうございました。
１０日（土）には、谷津干潟フェスタの中で吹奏楽部が演奏させて

いただきました。１２日（月）には、職員による「とんぼお話し会」を行
いました。先生方の読み聞かせに子どもたちは真剣に聞き入ってい
ました。

クリーン作戦 谷津干潟コンサート とんぼお話し会

本校の学区は、車道と歩道が区別され、Jボードやスケートボード・自転車を子どもたちが自由
に操る姿が見られます。夏休みに向けて、行動範囲が広がるこの時期、事故につながらないよ
う、御家庭でも約束を決めていただけますようお願いします。
４日（火）より短縮日課が始まります。夏休みに向けて、自転車の乗り方を始め、交通安全や

遊び方等、日常の生活を再度見直す良い機会にしたいと思います。また、この夏は猛暑の予報
が出ています。生活のリズムを整え、健康に夏休みを過ごしてほしいと願っています。そのため
にも、早寝早起き・朝ごはんの生活習慣を大切にするよう学校でも話をしてまいります。
御理解、御協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。



学校だより 習志野市立秋津小学校

９月号

平成２９年

９月１日
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一人一人が未来の担い手

秋津小学校長 井 上 聡 子

４２日間の夏休みが終わり、学校に活気が戻ってきました。

始業式では、「夏休みの間、心に残ったできごと」を子どもたちに伝えました。

ラジオ体操には、多い時で小学生だけで１００名を超える参加がありました。子どもたちばかり

ではなく、多くの方々が参加してくださって、子どもたちの大きな励みとなりました。

４・５・６年生のサッカー部・ミニバスケットボール部・吹奏楽部は、暑い中、練習に励みました。

他校との交流試合や高校生に学ぶ経験は、大きな糧となったことと思います。

夏休み５・６年補習教室「とんぼスタディ」は、津田沼高校の生徒の皆さんから学び方を教わる

貴重な機会となりました。

８月２７日（日）の校庭整備では、社体チームの子どもたちがコーチや地域の皆さんと一緒に、

一生懸命に草を抜き、秋津小の運動場がきれいに整いました。

学校で捉えている夏休み中の子どもたちの姿は、ほんの一部です。それぞれの御家庭で様々

なことを経験し、心も身体も大きく成長した夏休みであったことと思います。保護者・地域の皆様

の御理解・御協力に、改めて心から感謝いたします。

さて、平成３２年度の新学習指導要領完全実施に向けて、「多様性」と「調和」そして「納得解」

といった言葉が示されています。

『将来の変化を予測することが困難な時代には、よりよい社会と幸福な人生を自ら創り出し　

ていくことが重要となる。そのためには、自らの人生や社会における答えが定まっていない

問いを受け止め、多様な他者と議論を重ねて探究し、「納得解」(自分が納得でき、周囲の

納得も得られる解)を得るための資質・能力が求められる。そのような資質・能力の土台で

あり、目標でもあるのが、「どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」 であり、

道徳性の育成はこのような観点からますます重要となっている。』

「多様な他者と協働しながら、目的に応じた納得解を見いだすことや、課題を解決していくため

の力を育成すること」は、いつの時代でも人生を豊かにする大切な要素の一つです。このことを

意識しながら、子どもを取り巻く大人や社会が一層連携し、未来の担い手である子どもたちを育

んでいかなくてはならない時が来ていることを感じます。変えるべきところは変え、守るべきとこ

ろは守り、新たな一歩を進めていきたいと思います。今後も子どもたちのためにご支援をよろしく

お願いいたします。

【校長室だより】
夏休みの間に、寄贈していただいた本などを整備し、各階のオープン

スペースに「とんぼ文庫コーナー」を設けました。“読書の秋”を、読書

に親しむ豊かな機会にしていきたいと思います。



１日（金） 始業式 １５日（金） ３年校外学習
下校指導 ２年とんぼセミナー

４日（月） 通常日課開始・給食開始 １６日（土） 吹奏楽部ケアセンター演奏会
身体測定 １８日（月） 敬老の日（祝日）

５日（火） １年心電図検査 １９日（火） 習教研（下校１４:１０）
６日（水） 夏休み作品展～１２日（火） ２年クリーン運動
７日（木） 避難(引き渡し)訓練 ２１日（木） グリーン運動
８日（金） ４年校外学習 ２２日（金） 秋津っ子まつり

登校指導 ２３日（土） 秋分の日（祝日）
１１日（月） 教育相談週間～２２日（金） ２４日（日） 習志野市総合防災訓練

なかよしタイム（業間） ２５日（月） クラブ活動
委員会活動 ２６日（火） 全校朝会

１２日（火） ３－２クリーン運動 新体力テスト～２９日（金）
なかよしタイム（業間） ５年歯科指導

１３日（水） ロング昼休み ２７日（水） ５年スコリオ（モアレ）検査
なかよしタイム（業間） ２８日（木） ５年校外学習

１４日（木） とんぼセミナー（補習教室） ３０日（土） 秋津幼稚園運動会

夏休みの作品展があります

いよいよ２学期が始まりました。子どもたちが夏休みに家庭で頑張って仕上げた絵や自由研
究などを展示し、お互いに見合う夏休みの作品展を実施します。展示日時は、９月６日（水）から
１２日（火）の５日間、９：００～１６：４０までです。

各学年の展示場所は下記の通りです。
○１・２年 ２階オープンスペース ○３・４年 ３階オープンスペース
○５年 ３階５年学習室 ○６年 ４階オープンスペース

子どもたちの力作を、どうぞご覧下さい。

除草作業ありがとうございました

８月２７日（日）に学校開放委員会のお声かけで、ご利用団体
の皆様、およそ１００名の方が校庭の除草作業をしてくださいまし
た。当日は、およそ１時間３０分ほどの短い時間でゴミ袋１００袋以
上と、ゴミ倉庫に入りきらないほどたくさんの雑草を刈っていただ
きました。ありがとうございました。

避難訓練・引き渡し訓練があります

９月７日（木）に地震を想定した避難訓練・引き渡し訓練を行います。本日付
のお知らせにあるよう、あらかじめ来られないことがわかっている方は、担任まで
連絡帳でお知らせください。また、お子さんにも話しておいてください。

また、本年度より学童に参加されているお子さんの引き取りは、学童ルームで行
いますのでご注意ください。

９月の予定



２学期の生活・安全について

夏休み中、事故や熱中症等の報告はありませんでしたが、２学期に向けて①規則正しい生活
②通学路の正しい歩行 ③持ち物の確認（忘れ物をしても戻らない） などおうちでも話し合っ
ていただきたいと思います。「何時・何処で」起こるかわからない事故が起きないよう、ご注意い
ただきたいと思います。ご協力をお願いいたします。

なお、天候等の様々な状況により、安全な登校が危ぶまれる事態には、自宅にて待機し、安
全を優先させるようお願いいたします。

教育相談週間ついて

教育相談週間を１１日（月）～２２日（金）に計画しております。これは、家庭訪問や個人面談
のように時間を特定してお話をするといったものではなく、「気になること」や「どうしたら」などや
「いじめかな」と思われることなどについても情報を共有する機会としたいと思います。改まった
ものでなく、ちょっとしたことについて教職員とお話をする場と捉えていただければと思います。

また、相談も、担任の先生だけでなくスクールカウンセラーをはじめ養護教諭や、栄養教諭な
ど本校職員すべて対象となります。事前にお声掛けいただければ、予定させていただきます。教
育相談週間以外も可能ですので、お気軽にお申し出ください。

障害者差別解消法に関する合理的配慮について

障害者差別解消法では、障害のある子どもが他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享
受・行使することを確保するために、合理的配慮の提供が求められています。合理的配慮とは、
障害のある子どもに対し、その状況に応じて個別に必要とされる配慮で、例えば弱視のお子さん
に対して、座席を最前列にし、明るすぎてまぶしさを感じることから、席を廊下側にすることなど
は、合理的な配慮となります。合理的配慮について御相談や御希望がありましたら、担任までお
申し出ください。

特別支援学級の説明会があります

本日、「平成３０年度 自閉症・情緒障害特別支援学級開設に伴う保護者説明会開催につい
てのお知らせ」をお配りいたしました。習志野市では個々のニーズに合った支援体制の充実を図
るため、特別支援学級の開設を進めています。そこで、本校にも、平成３０年度より、特別支援
学級が開設される予定です。ぜひ、説明会にお越しください。

補習教室について

７月２１日（金）・２４日（月）に、補習教室を津田沼高校の生徒の
皆さんにお手伝いしていただき実施しました。生徒さんたちは、皆
真剣に子どもたちに接してくれ、本校児童は１日２０名ほどが参加
しました。学習は毎日取り組むことで、自分の伸びを実感すること
ができます。今回は、５・６年生の希望者でしたが、今後より充実し
た内容になるように一層の工夫をしていきたいと思います。



暑さに負けず頑張った部活動

今年の夏休みも、市内ボール大会やコンクールに向けて、本校のミニバスケットボール部、サ
ッカー部、吹奏楽部はそれぞれのめあてに向かって積極的に活動しました。まとまった練習時間
がとれる夏休みは、技能を高める絶好の機会となります。

ミニバスケットボール部・サッカー部は、それぞれたくさんの学校と練習試合を行いました。試
合を通して、これまでの成果と課題もはっきりしてきました。１１月１５日（水）の市内ボール大会
に向け、さらに技術・体力、そして気持ちを高めてほしいと願っています。

吹奏楽部も音楽室や体育館で練習を重ね、７月２９日（土）に千葉県文化会館で開催された
「千葉県吹奏楽コンクール」に出場しました。堂々の演奏で、すばらしい音色が会場に響き渡り
ました。銀賞という結果でしたが、演奏後の子どもたちの表情は、やりきったという満足感があふ
れていました。次のコンクールに向け、さらに意欲的に取り組んでいます。

☆ミニバスケット部顧問 國友慎平先生の話
暑い中、子どもたちは、一生懸命に練習に取り組んでいました。

教えたことをどんどん吸収していったので、日に日に子どもたちの
上達が目に見えました。初めのうちは、どこに動けばよいかわか
らず、パスもつながりませんでした。しかし、試合を重ねるごとにパ
スがつながり、シュートも決まるようになってきました。１１月の本
番に向けて、子ども達と一緒に頑張っていきたいと思います。

☆サッカー部顧問 岩田桂祐先生の話
今年の夏は涼しい日が多かったものの、サッカー部の練習試合

を行う日は猛暑日が多く、とても大変でした。しかし、日ごろの練習
の成果を出し、暑さに負けず、元気に力いっぱい走り回る姿がとて
も頼もしかったです。市内の６年生と触れ合うことで、とても良い刺
激を受けました。１１月に行われる「市内サッカー大会」に向けて、
夏休みに見つけた課題を克服できるように、２学期も毎朝しっかり
と練習に取り組んでいきたいと思います。御理解、御協力のほど、
よろしくお願いいたします。

☆吹奏楽部顧問 石津谷愛子先生の話
いつもいろいろな場所を使わせていただいていることに感謝の

気持ちをもって、ロータリーや昇降口などを活動前に掃除してから
練習に取り組んでいます。今年度は、「女神のテーマ」「正義のテ
ーマ」「門のテーマ」の３つから成り立っている曲を３５人のみんな
の力を合わせて豊かに表現することができました。これから仲間と
ともに、自分たちで音楽を作り上げるアンサンブルに挑戦します。
一人ひとりの良さが、伸び伸びと発揮できるよう練習に取り組んで
いきたいと思います。応援よろしくお願いします。

スクールカウンセラー

２学期から、本校のスクールカウンセラーは、２週間に１度、木曜日にいらっしゃいます。９月
は、７日と２１日の勤務となりますので、お知らせいたします。



習志野市立秋津小学校学校だより
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永遠に夢がある
秋津小学校長 井上 聡子

１０月で今年度の下半期、後半がスタートしました。

さて、秋津小学校は「オリンピック・パラリンピック教育推進校」の指定を受け、東京五輪の開

催に向けて、少しずつ子どもたちの世界を広げていきたいと考えていま

す。

幾つかのプロジェクトの中で、秋津小では、

◆ スポーツプロジェクト

◆ 心のバリアフリープロジェクト

◆ おもてなしプロジェクト を中心に展開していきます。

１学期から機会を捉えて、まずは、「知る」、「触れる」機会を作るようにしています。

先週の全校朝会では、２５年間で１０００人以上の義足を作り、オリンピック・パラリンピックに

何度も同行している義肢装具士 臼井二美男さんの話を紹介しました。臼井さんは、スポーツ

義足で多くのアスリートの夢をかなえました。今は、スポーツ義足と並行して、スカートをはける

義足やマタニティ義足にも取り組んでいらっしゃるそうです。

「誰かと義足を作る約束をしたらそれを守れるか。自分で自分に約束したことを守れるか。

自分に納得できるか。その繰り返しなんです。」

「この仕事に、永遠に終わりはない。でも裏を返せば、永遠に夢が

あるということです。」

臼井さんの幾つかの言葉とエピソードを映像と併せて紹介しました。

真剣に聞き入る秋津っ子の姿が今でも目に浮かびます。

１０月１２日（木)には、４〜６年生対象の「スポーツ義足体験授業」を行います。昨年度、開催

された世界陸上で銅メダル、現在はパラリンピックを目指している 池田 樹生 選手に来ていた

だく予定です。

１２月５日（火）の１０００ヶ所ミニ集会には、リレー選手として、アテネ、ロンドンオリンピックで

活躍した 高平 慎士 選手に来ていただく予定です。

１２月には、東京五輪の正式種目となった３人制バスケットボール、３×３（スリーバイスリー）

の全国大会に出場している習志野高校の選手たちが来てくれます。

日程等、詳細は、後日お知らせしていきます。

学年に応じて受け止め方は違えども、一つひとつの出会いが、子どもたちの成長の糧となるこ

とを願っています。



１０月の学校行事

秋津幼稚園運動会 １３日（金） とんぼセミナー（２年）９月３０日（土）

１日（日） 秋津幼稚園運動会予備日 １４日（土） 特別支援学級開設説明会Ⅱ

２日（月） 委員会活動 １６日（月） クラブ活動

学校地域協働コーディネーター研修会場特別支援学級開設説明会

３日（火） チェロバイオリン演奏会（３年） なかよしタイム

クリーン運動（１年） １７日（火） 習教研（下校１２：１０）給食なし

４日（水） 修学旅行（６年）～５日 クリーン運動 （６の１）

５日（木） 外国語活動（１・２年） １８日（水） ４年セカンドスクール（～２０日）

スクールカウンセラー来校日 お話し会（６年）

７日（土） 秋津まつり前夜祭 １９日（木） スクールカウンセラー来校日

８日（日） 秋津まつり（登校日） ２１日（土） 日本学校合奏コンクール全国大会

９日（月） 体育の日 ２３日（月） 校外学習（１年）

１０日（火） 振替休業 ２４日（火） クリーン運動（６－２）

１１日（水） 登校指導 ２５日（水） クリーン作戦Ⅱ（５時間授業）

ロング昼休み 公開研究会日課

町たんけん（２年） ２６日（木） ６時間授業（３～６年）

１２日（木） とんぼセミナー（３～６年） お話し会（２年）

３０日（月） 委員会活動スポーツ義足体験授業(４～６年)

１３日（金） 音楽集会２校時（２・４年・吹部） ３１日（火） お話し会（１年）

日本学校合奏コンクール全国大会の出場が決まりました
９月１６日（土）に行われた審査会に本校吹奏楽部が参加し、日本学校合奏コンクールのアン

サンブル部門で二組が１０月２１日（土）に実施される全国大会に出場することが決まりました。

フルート三重奏 ６年 西宮侑希さん・清水遥愛さん ５年 前澤日向さん

サクソフォン四重奏 ６年 伊東もかさん・本間梅衣さん・海老原明愛さん・十文字莉乃さん

の皆さんです。個々の力が向上することで、秋津小学校吹奏楽部全体の力が一層上がっていく

と思います。更なる活躍が楽しみです。全国大会は福島県郡山市で開催されます。

クリーン作戦を予定しています
９月２２日（金）のお便りでご案内いたしましたが、１０月２５日（水）にクリーン運動を実施いた

します。ご都合のつく方は１０月６日（金）までに担任までお知らせください。ご協力いただけると

とても助かります。

総合防災訓練がありました
９月２４日（日）本校を会場として習志野市の総合防災訓練が行われまし

た。本年度は、初動訓練や避難所開設訓練・避難所ごとの訓練が総合的に

行われました。およそ１００人余の皆さんが参加していただきました。学校で

も「自助・共助」という言葉を合言葉に防災意識を育んでいます。

先生の紹介
１０月１１日（火）に、県教委から１名の教諭（鴇田 裕 教諭）が派遣されることをお知らせい

と き た ゆ た か

たします。 短期間ですが、様々な学年で指導にあたる予定です。子どもたちには、サンタイムで

紹介いたします。



～保護者や地域の皆様の感想より～「秋津っ子まつり」
この他にも、たくさんの感想をありがとうございました

地域の方より
❀活気があり、優しくていねいに教えてくれてうれしかったです。どれも楽しく参加させていただきま

した。また来たいです。

❀上級生下級生に分けてコーナーを作ってあって良いですね。TVモニター速報表示もナイスアイディア！

２年生へ

❀２－１も２－２もとってもたのしかったです。

たくさん、くふうしていてすごくがんばったんだ

なあ、と思いました。どちらのクラスもやさしく

あんないしてくれて、うれしかったです。

❀ げんきな声でいっしょうけんめいかんゆうして

いて、すばらしいと思います。そのパワーでおと

なは元気になれます。

❀ おとなもたのしめて、とってもよかったです。

せつめいもとてもじょうずでした。みんながたす

けあっているところにも、かんどうしました。

3年生へ

❀おもしろいゲームばかりで、とても楽しめまし

た。みんなで協力してがんばっていて、お客さん

が楽しめました。ありがとう！！

❀ とっても楽しかったです！みんなでアイディアを

出し合っている姿が目に浮かびました。これから

もなかよく学習、あそび、スポーツにがんばって

くださいね。また、来年を楽しみにしています。

❀ セットのじゅんびも工夫されていて、楽しかった

です。会場のお手伝いさんも、ていねいにゆうど

うしてくれて、みんなステキでした。

5年生へ

❀サスケがやさしすぎずむずかしすぎず、たの

しく遊べました。けいひんのプラカードもす

ばらしかったです。

❀ サスケ、よくコースが考えられていて４０代

のおばさんも楽しめました。GOOD!

❀ なかなかゴールに行きつきませんねえ。よく

考えてつくられて工夫のあとが見えました。

小さな子も楽しんでいました。

❀ サスケ、すごく楽しそうでした。用意が大変

だったと思いますがステキな秋津小での思い

出になると思います。

6年生へ

❀６－１おばけやしきは、真っ暗でこわかったけど、

その中にも笑いもあり、６年生らしいこわさでした。

６－２の脱出ゲームは問題がすごく難しくて、おどろ

きました。久しぶりに真剣に悩み考えました。

❀ どちらのクラスも工夫して協力して作り上げたのが

よく分かり、とてもすばらしいと思いました。楽しか

ったです。

❀ お化け屋敷は暗くて進む道がわからないし、おどろ

かし方のアイディアも考えてあって思ったより怖かっ

たです。脱出ゲームのクイズはヒントがないと分から

ない位、よくできた問題ばかりで楽しかったです。

１年生へ

❀ゲームのまえにわかりやすいあんないをしてく

れてありがとう！みんなのさかなのえが、すて

きでしたよ。４０びょうかん、どきどきして、

２１てんつれたよ。あさがおのたねも、ありが

とう！

❀さかなつりのさかなばじょうずにつくられてい

て、かんどうしました。みせばんもちゃんとで

きていてすばらしかったです。

❀さかなのえがかわいかったです。てんすうのけ

いさんがしっかりできていたので、おどろきま

した。

4年生へ

❀おなかがよじれるほどわらって、たのしかった

です。しっかりとじゅんびもできていて、チー

ムワークもよかったです。来年も楽しみにして

います。ありがとう。

❀ くじびきでドキドキしました。手作りのプレゼ

ントをありがとう。大切に使います。

❀ みんなが汗びっしょりになりながら作っていた

ので「絶対に行くぞ」と決めていました。目隠

しをされていざ出発！ゴールまで行ったら大き

な拍手で迎えられました。「なんて優しいクラ

スなんだろう。」と感激しました。



秋津まつりについて

いよいよ今週、子どもたちが楽しみにしている秋津まつりが７日（土）に前夜祭、８日（日）には

本まつりが実施されます。学校ではお金の管理や時間の順守等、十分指導してまいりますが、

「まつり」という中で子どもたちの意識も緩みがちになります。ご家庭でも、約束事を決めていた

だき、楽しい祭りとなるようご協力をお願いいたします。

先日お配りした「“秋津まつり３７”参加について」のお手

紙にも掲載いたしましたが、児童の昼食場所については、

保護者と学校が把握していきたいと思います。話し合って

いただき、決めていただきたいと思います。

また、今年度は、秋になっても食中毒が心配されます。

秋津まつりの食品コーナーには、各所に消毒液の設置を

お願いしております。ご家庭でもウエットティッシュ等の用

意をしていただき、安心しておまつりを楽しむことができる

よう、ご協力をお願いいたします。

平成２８年度の様子

９月の学校の様子から

ユニバーサル・ラン スポーツ義足体験授業について

１０月１２日（木）に「心のバリアをなくすことがこれからの多様性社会を迎える上で重要であ

る」ことを授業のねらいとして実施いたします。３校時(10:30～11:15)は５年生を対象に、実際に

義足をつけた実技、４校時(11:25～12:10)は４～６年生を対象に、具体的な事例をもとに「ユニバ

ーサルデザイン」について学ぶ講義となっています。保護者の方の参観も可能ですが、事前に

担任まで連絡帳にてご連絡いただけるようお願いいたします。

なお、（株）LIXILが主催、（株）Xiborgが運営及び講師となっており、ホームページなどに写真を

公開する場合があります。掲載されることに不都合がある場合は担任までご連絡ください。

避難訓練・引き渡し訓練

９月７日（木）地震を想定した

引き渡し訓練を実施いたしま

した。訓練ということもあり、

スムーズに進みましたが、有

事の際にも、安全を最優先さ

せてくださるようお願いいた

します。

３年・４年校外学習

９月１５日(金)３年生は、千

葉市科学館・千葉ポートタワ

ーに行きました。千葉の街並

みが眼下に広がり、歓声が

沸きました。４年生は８日(金)

に銚子に行き千葉の広さを

体験することができました。

吹奏楽部幼稚園での演奏

９月５日(火)幼稚園お誕生

会に演奏会をしました。小さ

いお客様の前での演奏でも

心をこめて演奏しました。

１６日(土)にはケアセンター

でお年寄りの前で演奏し、温

かい拍手をいただきました。



学校だより 習志野市立秋津小学校

１１月号

平成２９年

１１月１日

http://www.nkc.city.narashino.chiba.jp/akitsu/

「とんぼ」は、前に向かって
秋津小学校長 井上 聡子

昨日の全校朝会では、「とんぼ」について話をしました。

「とんぼ」は、全世界に約５，０００種類、そのうち日本には２００種類近くが分布しており、オニ

ヤンマからイトトンボまで、さまざまな種類が知られています。「とんぼ」の幼虫は総じてヤゴと呼

ばれ、教室でも飼育・羽化させることがあります。自分が育ててきたヤゴが無事にトンボに羽化し

たとき、時には目の前で羽化が始まったとき、子どもたちの目は輝きます。朝、教室のドアを開け

た瞬間、教室の中を飛び交うトンボに感動の声を上げる秋津っ子の姿もありました。

「とんぼ」は昔、「勝ち虫」と呼ばれていたことがありました。「とんぼ」は飛ぶ時に、前にしか進

まない習性から、「後ろに下がらない」「逃げない」「退かない」縁起のいい虫として、大切にされた

そうです。「前進して、夢を叶える」シンボルとして「とんぼ」をマークに使っている会社やチームが

日本全国にあるとのことです。

秋津小学校の校章には、白地に銀糸で見事な「とんぼ」が刺繍されています。白地の校旗は

珍しく、「とんぼ」のデザインも貴重です。

秋津の空を飛ぶアキアカネ、前に向かってとぶ「とんぼ」のように、時には立ち止まりながら、

秋津っ子が伸びやかに気持ちよく前に進めるよう育んでいきたいと思います。

１１月には吹奏楽部のアンサンブルコンテストや市内ボール大会があります。全校行事では、

マラソン大会も予定しています。それぞれに練習を積み重ねてきた成果を発揮して、存分に力を

出してほしいと心から願います。

ＰＴＡ広報部の皆さんが企画・編集してくださる広報誌『赤とんぼ』に、

秋津小にまつわる「とんぼ」を特集してくださいました。発行が待ち遠しい

秋です。



１１月の行事予定

１日（火） 緊急地震速報対応訓練 １６日（木） グリーン運動

総合教育展（～７日） 校外学習２年

２日（水） 公開準備 租税教室 ６年

１～４年下校１３：３０ 幼・１年プラネタ鑑賞会

５・６年下校１５：３５ １７日（金） 市内ボール大会 予備日

３日（木） 文化の日 （６年給食なし）

５日（日） 吹部アンサンブルコンクール お話し会 ５年

（八千代秀明高校講堂） ２０日（月） クラブ活動

６日（月） 公開研究会(１２：００下校) スクールカウンセラー勤務日

７日（火） 幼稚園交流５年 ２１日（火） 授業参観・懇談会

なかよしタイム マラソン大会試走日

クリーン運動５－１ クリーン運動４－１

８日（水） マラソン練習開始 ２２日（水） とんぼお話し会

ロング昼休み ２３日（木） 勤労感謝の日

とんぼランチタイム ２４日（金） 音楽鑑賞教室

９日（木） お話し会４年 とんぼセミナー（補習教室）２年

とんぼセミナー（補習教室）３～６年 ２５日（土） 海辺のコンサート（七中会場）

スクールカウンセラー勤務日 ２７日（月） 委員会活動

１0日（金） 登校指導 お話し会３年

就学時健康診断(１３:００下校) マラソン試走予備日

１３日（月） 命の授業 ４年 ２８日（火） 全校朝会

幼稚園交流５年 薬物乱用防止教室６年

１４日（火） 市内ボール大会選手を励ます会 ２９日（水） マラソン大会

１５日（水） ６年市内ボール大会（６年給食なし） 餅つき ５年

３０日（木） マラソン大会（予備日）

授業参観、ぜひおいでください

１１月２１日（火）に授業参観があります。多くの保護者の皆様においでいただきたいと思いま

す。懇談会も実施いたしますので、続けてご参加いただきますようお願いいたします。また、教育

相談等をご希望される方は、連絡帳等であらかじめご連絡ください。

参観１校時 参観２校時 学級懇談会

下学年 １３：００～１３：４５ １３：５５～１４：４０ １４：４５～１５：４５

上学年 １３：２５～１４：１０ １４：２０～１５：０５ １５：１０～１６：１０

公開研究会があります。

本校では、これまで体育科の研究を通し、指導法の向上をめざしてきました。本年度も、ゲ－

ム・ボ－ル運動の学習を中心として、「一人一人が思考・判断し、共に生かし合う授業づくり」を重

点として研究を行ってきました。子どもたち同士がかかわりながら学ぶことを通し、自分の伸びが

実感できる指導のために授業を公開して、多くの先生方に見ていただける研究会を開催いたし

ます。１１月６日（月）の午前中に授業、午後は講演会や協議会を予定しています。子どもたちの

下校は、１２：００となります。



学校連絡メールのご確認をお願いいたします。

１０月には、週明けに台風の通過予報が２度もあり、学校から連絡メールを配信させていただ

きました。未登録の方と「送信不可」の記録が出た方には、お電話をさせていただきましたが、兄

弟姉妹関係で、上のお子さんでは登録されていましたが、下のお子さんでは未登録の方が多く

いました。校外学習等で、学年を限定して配信することもありますので、再度登録のご確認をお

願いいたします。学校からは速やかなご連絡をしたいと思いますので、ご協力をお願いいたしま

す。

マラソン週間が始まります

１１月８日（水）より１１月２８日（火）まで、子どもたちの持久

力の向上をめあてとした「マラソン練習」を実施いたします。マ

ラソン大会は１１月２９日（水）に実施します。健康状態把握の

ため「健康カ－ド」を配布いたしますので、毎朝の健康状況を

よく見ていただき、ご提出をお願いいたします。また、汗拭きタ

オルなどを持たせていただきたいと思います。試走は２１日

（火）を予定しています。マラソン大会当日の出走時刻等、詳

細は、１０月２５日付の配布物にてご確認ください。

《２８年度の記録から》

市内ボール大会があります

１１月１５日（水）に市内ボール大会があります。６年生が市内陸上大会の後、部活動として朝

と放課後、練習に取り組んできた成果を発揮する場となります。雨天の場合は、１７日（金）に延

期されます。

・男子 対：谷津南小 ９時２０分～＜フロンティアサッカーフィールド（秋津サッカー場）＞

・女子 対：袖ヶ浦東小 ９時２０分～＜袖ヶ浦体育館＞

※なお、２回戦につきましては、勝敗によって相手校と時間が変わってきますが、男子サッカー

が、秋津小学校。女子ミニバスは第三中学校が会場となります。６年生の保護者の皆様に

は、途中経過について学校より連絡メールでお知らせいたします。

６年生が修学旅行に行ってきました。
４日（水）５日（木）に、６年生が日光へ修学旅行に行ってきました。朝の丸沼湖畔は、とても寒

かったということですが、日光の歴史ある建造物だけでなく、奥の深い自然を満喫することができ

たようです。計画通りに実施でき、楽しい修学旅行になりました。



秋津まつりが盛大に行われました

８日（土）の前夜祭の朝まで雨が心配されましたが、秋津まつりは好天に恵まれ、盛大に行わ

れました。子ども達も踊り・神輿担ぎなど、お祭りの楽しさを堪能することができました。

準備・運営に携わっていただきました町会の皆さま、ありがとうございました。

音楽集会
１３日（金）には４年生・２年生・吹奏楽部の演奏による音

楽集会がありました。２年生が英語を使って曲紹介をしたり、

４年生が英語の曲を歌ったりするなど、練習の成果を発揮す

ることができました。吹奏楽部のマーチングの演技もステッ

プ、場所移動などとても見事でした。

義足体験
１２日（木）に世界陸上リレー銅メダリストの池田選手を

お招きして、スポーツ義足体験授業を行いました。５年生は

全員義足をつけ、実際に走ってみる体験をさせていただき

ました。「困難を、困難と思わない」池田選手の思いを知る

ことができました。

総合教育展が開催されます

１１月１日（水）より東習志野にある「習志野市総合教育センター」で、習志野市の小・中学校と

幼稚園・こども園の子ども達の作品展が開催されています。科学工夫作品・論文・自由研究・家

庭科・書写・絵画・造形作品が展示されています。

期日は平成２９年１１月１日（水）～１１月７日（火）まで、時間は９：００～１６：３０までです。

最終日の１１月７日（火）は１２：００までとなります。

参観に際しては、１０月２日付の「総合教育展覧会のご案内」を御参照ください。



学校だより 習志野市立秋津小学校

１２月号

平成２９年

１２月１日
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一年のくぎりの月
秋津小学校長 井上 聡子

２学期も最後の月となりました。

１２月は、古来より幾つかの呼び方があります。旧暦では１０月・１１月・１２月が「冬」に

あたります。

冬の終わりという意味で「晩冬（ばんとう)」、

冬の三番目の月ということで「三冬月（みふゆづき）」、

梅が咲き始める「梅初月（うめはつづき）」、という呼び名もあるそうです。

寒さが厳しくなることから「苦寒（くかん）」、

そして、一年の最後、歳の終わりという意味で「歳極月（としはすづき）」、

今では、あまり使うことがない呼び方もありますが、季節の移ろいを味わい気持ち新たに

歩みを進めるための区切りを大切にしてきた知恵を改めて感じます。

１１月には、マラソン大会、餅つきなど、秋津小でも季節を感じる行事が続きました。マ

ラソン大会では、どの子にも分け隔てなく声援を送ってくださる保護者・地域の方から、秋

津っ子はかけがえのない大切なことを学ぶことができました。価値観が多様化し、先が見

えない世の中と言われる時代だからこそ、大人の心の大きさや温かさに触れる意義を強

く感じるこの頃です。

１２月は何かと気忙しさを感じる月ですが「春待月（はるまちづき）」春を楽しみにする

月として学習面・生活面ともに成長を見据えて、じっくりと一年を振り返る月にしていきた

いと思います。ご理解・ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

【校長室だより】
地域にお住まいの方が、「子どもが幼い頃に読んでいた

本があるので、良かったら子供たちに。」と、校長室まで

持ってきてくださいました。どれも、とても綺麗に保管

してある貴重な本ばかりです。地域の方の温かいお気持

ちに感謝の気持ちでいっぱいになりました。



☆１２月の行事予定☆

１日（金） 高齢者疑似体験５年 １５日（金） サンタイム（行進大会）

４日（月） なかよしタイム とんぼセミナー２年

不審者対応訓練 １７日（日） ならしの学校音楽祭

５日（火） クリーン運動４の２ １８日（月） 保護者面談（希望制）

１０００か所ミニ集会（七中） 完全下校１３：１０

６日（水） 音楽集会 １０：３０～１１：１５ １９日（火） 保護者面談（希望制）

（１・６・吹奏楽部） 完全下校１３：１０

ロング昼休み ２１日（木） 給食終了・大掃除

７日（木） とんぼセミナー（３～６年） スクールカウンセラー勤務日

なかよしタイム グリーン運動

８日（金） スクールカウンセラー勤務日 パートナー会議

１１日（月） 登校指導 ２２日（金） 終業式１１：４０下校

短縮日課（１３日まで） ゆいまーるでの演奏会

１２日（火） 完全下校１４：１０ （吹奏楽部）１３：１５～

短縮日課 １月

１３日（水） 高齢者ふれあい体験２年 ９日（火） 始業式 ８：０５登校

１４日（木） 短縮日課 １１：４０下校

オリパラ教育（３×３EXE）

個人面談があります
１２月１８日（月）・１９日（火）に個人面談があります。ご希望いただいた時間の調整をした後、

１２月８日（金）に個票を配布する予定です。ご確認ください。

転出予定がありましたらお知らせください
年度末を控え、異動等で転居の予定がある方がいらっしゃいましたら、早めに学校までお知ら

せください。

給食費の引き落としについて
給食費の引き落としは、振替金額が定額制となっています。残高不足にならないよう、入金確

認をお願いいたします。今月は、１２月２８日（木）に引き落としがあります。口座の変更などあり

ましたら担任を通してお知らせください。

１・２・３年生（１食２８０円）・・・５，３２０円

４・５年生（１食３３０円）・・・・・６，２７０円 ６年生（１食３３０円）・・・５，９４０円

習志野市七草マラソン大会があります
平成３０年１月７日（日）に第七中学校を会場として七草マラソン大会があります。詳細は、「習

志野市陸上競技協会」のホームページをご覧いただき、１２月５日（火）までにインターネットでお

申込みいただけるようお願いします。 また、個人でお申し込みのお子さんにつきましては、学校

で引率いたしますのでお申し出ください。



マラソン大会
１１月２９日（水）持久力向上を目指してマラソン大会を

実施しました。多くの保護者の皆さんに応援をいただい

て、子どもたちは元気いっぱいに走ることができました。

大会の目的でもある、「マラソンを通して、友達を応援し

たり、励ましたりできる心を育てる」ことができたのではな

いかと思います。大会で終わることなく、継続して強い心

と、体力の向上に努めていくことができるようにしていきた

いと思います。

コースの安全確保に当たられたPTAの皆様をはじめ、安全支援ボランティアの皆様には大変

お世話になりました。ありがとうございました。

市内ボール大会
１１月１５日（水）に市内ボール大会がありました。

６年生はみな全力でプレーしました。サッカー部は鷺沼

小と対戦しました。２対２で決着がつかず、PK戦となりまし

た。その結果、秋津小が勝利をおさめました。全校での応

援となり、１～５年生は力いっぱい声援を送りました。その

声援に応えるように、選手や６年生は最後まであきらめず

に頑張ることができました。ミニバスケットボール部は、津

田沼小と対戦し、健闘しました。１試合目は３１点、２試合目は１６点と幾つものシュートが入った

好試合となりました。

小学校の部活動は、個々の子どもたちにとって競技人生のスタートともいえます。「楽しかっ

た」「またやりたい」と思う気持ちを持ち続けてほしいと願っています。

温かいご声援・ご協力をありがとうございました。

海辺のコンサート開催
１１月２５日（土）に第七中学校体育館を会場に「海辺の

コンサート」が開催されました。秋津小は「HANABI」「RAI

N」「小さな恋の歌」の３曲を演奏し、たくさんの拍手をいた

だきました。用意された３００席余りの座席がほぼうまるほ

ど、たくさんの方が来場してくださいました。吹奏楽部の子

どもたちにとって、中学生・高校生そして社会人の皆さん

との合同演奏などを通して、音楽の奥深さにも触れること

ができたことと思います。

音楽集会があります
１２月６日（水）１０：３０～１１：１５に「１・６年と吹奏楽部」による音楽集会を予定しています。

いつも、多くの保護者の方においでいただいております。寒い時期となりますので、防寒着と

体育館でのお履きものをご用意ください。



「パワーアップタイム」について
秋津小では、朝学習の時間（８：２５～８：３５）を「パワーア

ップタイム」と呼び、子どもたちの基礎学力の向上を目指して
います。時間いっぱい集中して課題に取り組む習慣もついてき

ました。各月末には、「月例テスト」を行い、身につけることがで

きたか確認するとともに、子供たちの自信につなげるようにし

ています。今後も積み重ねを大切にしていきたいと思います。

学習用具の準備について 意欲的な学習のために

学校で落ち着いた学習に取り組むために、学習用具の用意ができていることが重要です。子

どもたちは前日に自分で学習の準備をしているでしょうか。後回しにしてしまった時、必要な用具

を忘れてしまいがちです。忘れ物をすると、学習に不自由な思いをしてしまいます。意欲的に授

業に取り組めるように準備を整えることが大切です。

また、筆箱の中の鉛筆は毎日削っているでしょうか。不要なものは入っていないでしょうか。最

近、おもちゃの形をした消しゴムを持ってきているお子さんを見かけました。学習に集中して取り

組めるよう、ご家庭でもご配慮ください。

家庭学習について 全国学力・学習状況調査より

今、「家庭学習が大切」と言われています。習志野市

総合教育センターが１２月１日に発表した「全国学力・

学習状況調査」（小６国語・算数）における分析結果で

は「家庭学習をしている児童ほど正答率が高い傾向に

ある」とされています。（左グラフ）また、「朝食を毎日食

べている」お子さんの正答率も高い傾向にありました。

家庭と学校とが「家庭学習を大切にする」という視点

に立って子どもたちを支えていくことで、学習習慣の確

立が促され、学力向上につながると考えます。学校でも「家庭学習」を有意義に進めてられるよう

秋津小学校のホームページに家庭学習に関するリンクを載せてありますので参考にしていただ

ければと思います。また今年度より「秋津小学校 家庭学習のすすめ“とんぼスタディ”」
を各ご家庭にご案内いたしました。今後も情報を発信しながら、保護者の皆さんと一緒に考えて

いきたいと思います。ご協力よろしくお願いいたします。

子どもたちの安全について
まもなく、子どもたちが楽しみにしている冬休みが始まります。規則正しく生活できるよう、ご家

庭でも声かけをお願いします。また、交通事故にはくれぐれもご注意いただきたいと思います。

青少年センターのパトロールでは「暗くなっても、自転車のライトをつけていない小学生が多く

見られる」という報告がありました。道路の歩き方や自転車の乗り方等、学校でも指導しますが、

ご家庭でも、再度お話しいただくようお願いいたします。

また、SNSなど携帯電話によるトラブルも心配です。機を捉えて、ご家庭のルールについて、

話し合ってみてください。
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こつこつと、ありがとう
秋津小学校長 井上 聡子

新しい年、そして３学期がスタートいたしました。

「 、 」 。 、始業式では 一年の計は 元旦にあり という諺を紹介しました 一年の目標や計画は

年の初めに決めることが大切だという意味、そして私自身の今年の目標 “ 」、「ありがとう

をたくさん言うこと”について話しました。普通のこと、当たり前のこと、意識していな

いことだからこそ、もう一度、新しい気持ちで一日に何回も言うようにしたいという思い

を子供たちにも伝えました。

「有り難し（ありがたし 」は、本来は「滅多にない」や「珍しくて貴重だ」という意）

味で、この稀なことを喜び尊ぶ気持ちが「ありがたい」という感謝の意から私たちが使う

「 」という言葉になったと言われています。改めて「ありがとう」という言葉ありがとう

ありがが 「使われることがない 「珍しい」こととなってしまわないよう、こつこつと「、 」

」を重ね、一日一日を大切にしていきたいと思います。とう

子供たちにも 「目標を決めましょう」と投げ掛けたところです。示した条件は、、

・毎日、できること

・できたかどうか、自分で確かめられること

この２つです。

毎日１周でも走る。外で元気に遊ぶ。～の練習をする。

毎日一生懸命に掃除する。自分から挨拶する。自分で～する。

毎日本を読む 「とんぼスタディ」を続ける。いろいろ出てきそうです。。

あれもこれもできそう、たくさんチャレンジしたい、そういう思いをもつ子がいるかも

しれませんが、とりあえず「まず一つ 。」

御家庭でも、何に決めたのかお子さんに尋ねてみてください。もし、決められそうにな

ければ、一緒に考えていただいても構いません。

「 」 、 。秋津の街に がいっぱいになることを願い スタートをきった３学期ですありがとう

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

１２月２３日（土）「千葉県アンサンブルコンテスト」において、サックス四重奏（６年１組【音楽室より】
:本間さん、海老原さん、十文字さん、６年２組:伊東さん）のメンバーが、みごと金賞を受賞し、県代表に

選ばれました。次は、１月２７日（土）君津市民文化ホールで行われる「第２３回東関東アンサンブルコ

ンテスト」に出場いたします。皆さんの温かい応援を胸に最高の演奏ができるよう精一杯頑張ります！



１月の行事予定

７日（日） 七草マラソン １７日（水） ロング昼休み

８日（月） 成人の日 １８日（木） とんぼセミナー

９日（火） ３学期始業式 （補習教室３～６年）

※１１：４０下校 １９日（金） とんぼセミナー（補習教室２年）

１０日（水） 登校指導 ２０日（土） 市内書初め展覧会

給食開始 ※習志野市庁舎３１日まで

席書会（５・６年） ２２日（月） ５年セカンドスクール（２４日まで）

１１日（木） 委員会活動 ２３日（火） クリーン運動（３年２組）

※５・６年６校時まで ２４日（水） とんぼセミナー（補習教室１年）

席書会（３・４年） ２５日（木） 幼小合同避難訓練（予備日）

１２日（金） 身体測定（全学年） ２６日（金） 長縄大会（業間～３校時）

幼小合同避難訓練 ２９日（月） 委員会活動

１５日（月） クラブ活動 ３０日（火） 全校朝会

なかよしタイム 習教研 給食あり

校内書初め展～１９日まで ※１４：１０下校

１６日（火） クリーン運動（３年１組）

なかよしタイム ２月１日 学力テスト（全学年）

教育相談週間～２６日まで （木）

校内席書会があります

「校内席書会」が１０日（水）と１１日（木）に行われます。１・２年生は硬筆、３～６年生は毛筆に

取り組みます。 「校内書き初め展」として１５日（月）から１９日（金）（放課後は４時３０分まで）に、

作品を廊下に展示します。子どもたちの力作をぜひご覧ください。入賞作品には、「金色の紙」を

貼ります。１・２年生の硬筆の課題は、以下の通りです。

１年生・・・お正月 ２年生・・・元気な子

３～６年の毛筆の課題は以下の通りです。

３年生・・・友だち ４年生・・・美しい心

５年生・・・平和な国 ６年生・・・夢の実現
「習志野市小中書き初め展」が１月２０日（土）から３１日（木）（最終日は午後３時まで）まで、

で開かれ、習志野市庁舎グランドフロアー・１階展示コーナー（今年から会場が変わりました）

各学級１点が代表として出展されます。その中から特別賞が選ばれ２７日（土）に表彰されます。

【給食室より】
今年初めての給食は「お節料理風の献立」にしました。「松風焼き」

は、表に胡麻があり裏にはないことから、「裏がない」ということで、お節

料理になっているそうです。「田作り」「紅白なます」にも意味があります。

今年も、子供たちの健康を祈り、心をこめておいしい給食を作っていきた

いと思います。



インフルエンザ・感染性胃腸炎に気をつけましょう

これから２月にかけて、１年でもっとも寒い時期を迎えます。それに伴い、かぜ

やインフルエンザ、感染性胃腸炎などの流行も予想されます。

学校では手洗い・うがいをしっかりさせていきます。また、教室の窓を定期的に

開けるなど、換気にも気をつけていきたいと思います。予防は「うがい・手洗い」の

徹底が大切と言われていますので、ご家庭でもお子さんが外から帰ってきた時など、うがい・手

洗いをするように声かけをお願いします。また、流行が突然に発生することも予想されます。いつ

もランドセルにマスクを常備しておくように、ご準備をお願いいたします。

インターネットリテラシーの向上をはかりましょう

スマートフォンなどの普及が広がり、利便性がよくなってきましたが、犯罪被害やいじめ、プラ

イバシー上の問題につながってしまう案件がみられることから、そのリスクや対応等を理解した

上で正しく利活用できる環境整備の重要性が求められています。しかし、それらの対応には、ご

家庭の協力が欠かせません。学校へスマートフォンを持ってこないなどの基本的なことだけでは

なく、スマートフォンの購入時におけるフィルタリングの設定や家庭でのルールづくり等、情報を

使いこなす力の向上を図る必要性が出てきました。

○家庭内におけるルールづくりを

インターネットに接続して使用する機器（スマートフォンやゲーム機等）については、子どもに

持たせることについての判断を、発達段階に応じて行うことが重要と言われています。また、メ

リットとリスクを正しく認識し、「賢く安全に使える」ようにするために、ご家庭で話し合った上で、

家庭内でのルールづくりが大切になってきます。

加えて、様々な悩みや不安を抱える心に付けこみ、 等を通じて気持ちに寄り添うふりSNS
をする犯罪者から守るために、家庭内での会話を通して保護者の皆様が子どもの心に寄り添

うことも大切です。

○スマートフォン等の購入時におけるフィルタリングの徹底を

今後、法律の改正に伴いスマートフォンの業者は、保護者に新規契約、機種や名義変更時

に１８歳未満かどうかの確認や、フィルタリングの必要性と内容の説明義務が課されます。説

明をしっかり受け、積極的にフィルタリングを活用してほしいと思います。

市内の大会があります

１月７日（日）に「七草マラソン」が行われ、本校から出場した子ども達が元気い

っぱい走りました。２月４日（日）には「市民駅伝」が七中会場で実施されます。ま

た、２月１１日（日）には、秋津サッカー場で「女子サッカー大会」が予定されてい

ます。本校でも本番に向けて練習を始めていきます。ぜひ応援をお願いいたしま

す。



お子様の相談に関する相談案内をお知らせします

習志野市総合教育センターより、下記の案内がありましたのでご紹介いたします。



学校だより 習志野市立秋津小学校

２月号

平成30年

２月１日

http://www.nkc.city.narashino.chiba.jp/akitsu/

自分の思いを、自分の言葉で
秋津小学校長 井上 聡子

１月初めに、校内で席書会を行いました。３・４年生の席書会には校長、５・６年生の席書会に

は教頭が指導者として入りました。どの学年も体育館いっぱいに広がって、真剣に筆をふるい、

次々と力作が仕上がりました。

２学期末に書写の時間に事前指導をしたのですが、年が明けた席書会では、格段に良い字が

書けるようになっていることを感じ、驚いたほどです。

秋津っ子の吸収する力、新年を新たな気持ちでスタートさせた姿勢、そして、冬休みの間に、

各ご家庭で練習したであろうことなど、幾つもの思いが浮かんできました。

そして、もう一つ。

１学期・２学期と力を積み上げてきた秋津っ子の更なる伸びに向けて、この機会

に一つの試みをスタートさせました。学校教育において、行事や集会の「初め」と

「終わり」には、事前に決めてある代表の子どもが号令や挨拶をすることが度々あります。「あり

がとうございました。」「これで、～を終わります。」というように、決まった言い回し、いわゆる「定

型」の言葉を使うことが日常です。新年をスタートするにあたって、４年生の席書会で「新しい形」

を投げ掛けました。

① その場で手を挙げて、代表挨拶にチャレンジすること

② 号令や挨拶の前に、一言、“その時に浮かんだ自分の考えや思い”を付け足すこと

説明が終わるや否や、一人の男の子が、「はい！」と思い切り元気良く、爪先立って高々と手

を挙げました。

「僕は、今日の席書会で、完璧に書くことはできなかったけど、一生懸命に

書くことができました。今日は、ありがとうございました！」

その場で代表に手を挙げることは、とても勇気のいることです。学年に応じて自己表現の在り

方も異なってくるでしょう。それでも、「用意された」「自分で考えなくてもできる」ことを「上手くやり

こなす」ことではなく、「言葉が浮かばず、言い淀んでも」「その時の思いを表現する」ことは、大変

価値が高いことです。友達が話す言葉に耳を傾ける土壌が大切であることは、言うまでもありま

せん。

主体性を育む機会は、ありとあらゆる場面にあります。機を捉えて投げ掛け、プラスの手応え

を感じさせること、この積み重ねに尽きます。

今年度も、残すところ３３日、一日一日を大切に「ともに」歩んでいきたいと改めて思います。



☆行事予定☆

１日（木） 学力調査 １９日（月） クラブ活動（最終）３年見学

４日（日） 市民駅伝大会（２チーム参加） 学校蔵書点検（～２１日）

５日（月） １年幼保小なかよし発表会 ２０日（火） １年クリーン運動

６日（火） ２年クリーン運動 ２１日（水） ６年お話会

４年生活習慣病講座 ２２日（木） 授業参観・懇談会

５年お話会 PTA役員会

６年校外学習 ２４日（土） 吹奏楽部とんぼコンサート

７日（水） ロング昼休み ２６日（月） 委員会活動

８日（木） スクールカウンセラー勤務日 なかよしタイム

９日（金） 登校指導・安全点検日 ２７日（火） 全校朝会

１１日（日） 女子サッカー大会 なかよしタイム

１２日（月） 振替休日 ２８日（水） サンタイム（行進大会）

１３日（火） ６年七中授業見学

１４日（水） １年とんぼセミナ－（補習教室） ３月１日（木） 第３回学校運営協議会

１５日（木） ３～６年とんぼセミナ－ ６年生を送る会

（３～６年補習教室） ロング昼休み

グリーン運動 ３～６年とんぼセミナ－

パートナー会議 （３～６年補習教室）

３年お話会 ２日（金） ６年短縮開始

１６日（金） ２年とんぼセミナ－（補習教室） ２年とんぼセミナー（補習教室）

「授業参観・懇談会」があります
２月２２日（木）に授業参観・懇談会を行います。

日程は、１～４年生 授業参観１３：３０～１４：１５ 懇談会 １４：２５～１５：２５

５・６年生 授業参観１３：５０～１４：３５ 懇談会 １４：４５～１５：４５

を予定しています。ぜひ、多くの保護者の方においでいただきたいと思います。

「小中書初め展覧会」が開催されました
１月２０日（土）～１月３１日（水）、習志野市庁舎グランドフロアーにて

「小中書初め展覧会」が開催され、本校からも１０名の児童の作品が展示

されました。体育館で行った席書会で集中して書いた作品が選ばれたの

で、どれも素晴らしい力作となりました。

３月１日（木）「６年生を送る会」があります
６年生に感謝の気持ちを表す「６年生を送る会」を３月２日（木）に予定しています。３・４校時

１０：３０より、体育館で行います。出演は、３年→４年→１年→２年→５年→職員→６年の順を予

定しています。「お世話になった６年生に感謝の気持ちを伝えよう」という気持ちで取り組みます。



「避難訓練」を行いました
１月１２日（金）に幼稚園・小学校合同の避難訓練を行いました。

「火事を出さない」ことが一番ですが、「学校で」「家庭で」「出かけ

た先で」火事が起きたらなど、予期せぬことがあったときに冷静に

避難ができるように指導してます。御家庭でも話し合っておいてい

ただけますようお願いいたします。

インフルエンザが流行しています！
平成３０年１月２４日（水）付けで、千葉県健康福祉部より「インフルエンザ警報」が発令されま

した。本校においても、多くの児童が感染、発症して、Ａ・Ｂ型が混在しています。

インフルエンザＡ型に罹った後に、Ｂ型を発症することもありますので、継続して予防に取り組

んでいただきたいと思います。

以下、警報と一緒に掲載されていた資料を掲載しますので、御家庭においても予防の励行を

お願いいたします。

◎ 県民の皆様へ

○インフルエンザが疑われる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

・発症から４８時間以内の治療開始により、症状の軽減等が期待できます。

○インフルエンザの予防のため、次のことを心がけましょう。

・手洗いを日常的に行いましょう。

・室内では、加湿器などを使って乾燥を防ぎましょう。

・十分に栄養と休養をとり、体力や抵抗力を高め、体調管理を行いましょう。

○県では、「咳エチケット」を推奨しています。

・咳・くしゃみが出たら、マスクを着用しましょう。

・マスクを持っていない場合は、ティッシュや腕の内側などで口と鼻を覆い、他の人から顔

をそむけて１メートル以上離れましょう。

・鼻汁・痰などを含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨て、手のひらで咳やくしゃみを受け止

めた時はすぐに手を洗いましょう。

・咳をしている人にマスクの着用をお願いしましょう。

○小児や未成年者がインフルエンザにかかった場合は、次のことに注意しましょう。

・抗インフルエンザウイルス薬の種類や服用の有無に関わらず、異常行動が報告されて

います。保護者等は、発症後２日間に加えて、治療開始後少なくとも２日間は小児・未成

年者を一人にしないようにしてください。

「子ども１１０番の家」の募集について
秋津小学区には、子どもが救いを求めてきた時の緊急避難所として、現在６８軒の

「子ども１１０番の家」があります。近年、市内全体は減少の傾向にあり、市より再度募集

の依頼がきています。ご協力いただける方は学校までお知らせください。「黄色い看板」

が増えることによって、地域の防犯力の向上にもつながりますので、ぜひご協力をお願

いいたします。



がんばっています 吹奏楽部
１月２７日（土）に千葉県君津市の君津市民文化ホールにおいて、

本校吹奏楽部の６年本間梅衣さん・海老原明愛さん・十文字莉乃さん

・伊東もかさんのサクソフォーン四重奏の皆さんが、東関東アンサンブ

ルコンテストに出場し、見事銀賞に輝きました。

２月２４日（土）には、１３：００より体育館にて「とんぼコンサート」を予定しています。今年一年

の頑張りを是非ご覧いただきたいと思います。

これからも、秋津小が、より活躍できるよう応援をお願いいたします。

学校から発信する家庭教育支援プログラム
千葉県教育委員会から、家庭での自主的な学習機会への取り組みや、子育てに悩む家庭

など、すべての家庭の教育力向上を図るため、学校による家庭教育支援に関する資料を、

「学校から発信する家庭教育支援プログラム」として紹介されています。

以下に一例を紹介いたしますので、参考にしていただければと思います。

子どもとの会話や過ごし方
家庭は子どもにとって最も心安らぐ居場所です。そして、家族のあいだで交わされる温かい

会話やだんらんを通して多くのことを学んでいきます。日頃から家族のコミュニケーションを大

切にしましょう。

◎まずは「あいさつ」から・・・気持ちのよいあいさつでお手本を

「おはよう」「いってらっしゃい」「ただいま」「おかえり」「おやすみ」など気持ちの良いあいさつ

は、家族の絆を深めます。

「いただきます」「ごちそうさま」「ありがとう」は感謝の気持ちを育てます。

「ごめんなさい」は素直な心を育てます。

◎一日の出来事を聴いてあげていますか？

「うれしかったこと」「楽しかったこと」「いやだったこと」「くやしかったこと」など、子どもの話を

聴いてあげることで、安心して何でも話せる信頼関係を築くことができます。

◎家族で過ごす時間を作っていますか？

忙しい毎日の中では、家族みんなで過ごす時間が少なくなりがちです。家族が一緒にいる

時間をつくることで、夫婦や親子の会話が増え、コミュニケーションが深まります。また、一緒に

家事をしたり、家族でできる何かに取り組んだりすることで、家族の一員として支え合っている

ということを実感します。

家族で会話をする機会を増やしましょう

親子でふれあう機会を増やしましょう



学校だより 習志野市立秋津小学校

３月号

平成３０年

２月２８日

http://www.nkc.city.narashino.chiba.jp/akitsu/

みんな一緒に、ステップ アップ！～３月全校朝会の話より～

秋津小学校長 井上 聡子

この冬、ピョンチャンオリンピックで素晴らしい競技を目にする機会がたくさんありました。フィギ
ュアスケートでも見事なジャンプが繰り広げられました。フィギュアスケートのジャンプは最初から
簡単に飛べる選手より、上手く飛べなくて何度ころんでも諦めずにチャレンジする選手、つまり、
初めから跳べる選手の何倍も練習する選手は、いつしか、簡単に飛べた選手よりも、ずっと高く
綺麗に飛べるようになる、と聞いたことがあります。

似たようなことが、この秋津小学校でもありました。

土曜日に体育館で開催された吹奏楽部の「とんぼコンサート」でのことです。「打楽器三重奏」

の演奏が曲の途中で止まってしまいました。どうするだろう、とはらはらしました。ところが、演奏

者である３名の子供たちは、お互いに目で合図して、初めからやり直しました。

３名の子供たちは諦めませんでした。ところがまた、曲の半分ほどのところで止まってしまいま

した。でも、また初めからやり直す。また止まってしまう。それでも諦めません。これを４回繰り返

しました。打楽器アンサンブルは、わかりやすいメロディがあるわけではなく、やり直したとしても

最後まで行きつくとは限りません。演奏が途中で止まるたびに、会場は水を打ったように静まり

かえりました。

こんな時、大抵の場合、「どうしよう」「だれかに助けてもらいたい」と焦るでしょう。でも３人は、

自分たちの力で、落ち着いて５回目に挑戦しました。瞬時に「思考」し「判断」し「表現」しました。

そして、とうとう最後まで見事に演奏しきったのです。しかも、素晴らしい演奏でした。拍手がなり

やまないのではないかと思ったほど、しばらくの間、体育館は拍手の嵐に包まれました。

吹奏楽部全員の最後のアンコール曲も、途中で止まってしまいましたが、再び、会場は、とても

温かい大きな拍手に包まれました。

苦手なことから逃げずにチャレンジすること、

うまくできないことを「ダメ」と決めつけないこと、

うまくいかなくてもいい、真剣にチャレンジするその過程が大切なのです。

諦めないこと、そして、お互いに認め合うこと、温かく励まし合うこと。

一人で行うことが難しければ、誰かの力を借りてよいのです。

４月には、秋津小に、ステップアップするための教室ができます。

上手にできないことや、みんなと同じようにできないことは、恥ずかしいことではありません。

できなければ、できるように努力したり、諦めずにチャレンジしたりすればよいのです。

みなさんは、困っている人やできない人を見て、笑いますか？それとも手を貸しますか？

私は、ステップアップできる教室ができることを、とても楽しみにしています。

今年度、最後の朝会で、皆さんにどうしても伝えたかったことを話しました。

みんな一緒に、心も体も大きくなっていきましょう！



行事予定

１日（木） 第３回学校運営協議会 １４日（水） 卒業証書授与式

６年生を送る会 １・２年 ９：２０下校

ロング昼休み １・２年お別れ式

３～６年とんぼセミナー ３～５年１１：３０下校

とんぼランチタイム １５日（木） ６年七中１日入学

スクールカウンセラー勤務日 １７日（土） NBSスポーツまつり

２日（金） １年校外学習 ２１日（水） 春分の日

２年とんぼセミナー ２２日（木） 給食終了・大掃除

６年短縮開始 スクールカウンセラー勤務日

３日（土） ３年新習ふれ愛まつり ２３日（金） 修了式

５日（月） ４年お話し会 ３０日（金） 離任式

７日（水） １年とんぼセミナー ４月５日（木） 平成３０年度始業式

８日（木） 短縮日課開始 １１日（水） 平成３０年度入学式

卒業式予行（３～６年参加） １２日（木） 給食開始

９日（金） 登校指導・安全点検日 １６日（月） 第１回学級懇談会

１２日（月） 体育館ワックスがけ５年 ２０日（金） PTA総会

１３日（火） 卒業式前日準備

１～３・６年１３：１０下校

４・５年１４：５０下校

吹奏楽部「とんぼコンサート」が盛況に終わりました

２月２４日（土）に吹奏楽部のお別れ演奏会「とんぼ

コンサート」が、おこなわれました。１８０名分の椅子が

満席になるほど多くの皆さんがおいでになり、盛大な拍

手をいただきました。演奏もさることながら、卒業する６

年生の「君ならできると、先生がいつも励ましてくれまし

た」と、感動的な言葉が会場の皆さんの心を動かしてい

ました。

全国大会初出場、２年連続東関東アンサンブルコン

テスト出場や個人コンテスト県大会にも出場することができ、活躍することができました。温かい

応援、ありがとうございました。

学校評価のご協力ありがとうございました

学校評価の集計がまとまりましたので、後日、配布させていただきます。いただいたご意見を、

３０年度の教育活動改善へと役立てていきたいと考えています。

【項目１】○基礎・基本の定着（学習習慣・とんぼセミナー）

【項目２】○あいさつ ○縦割り掃除 ○縦割り活動

○いじめ防止・早期発見・解消への取り組み

【項目３】○サンタイムの活動検証 ○体育授業・運動する機会の充実

【項目４】○家庭との連携 ○教育相談の充実

【項目５】○地域との連携



卒業証書授与式について

卒業証書授与式が３月１４日（水）に行われます。当日は、全国一斉に全国瞬時警報

システムJアラートの伝達訓練が予定されています。そこで、式開始前に下記のご案内を

放送でいたしますので、ご承知おきください。

本日１１時に、第２回全国瞬時警報システムJアラートの全国一斉情報伝達訓練が行われ

ますが、本市においては小学校の卒業式があることを鑑み、防災行政無線からの放送は中止

しました。

Jアラートの情報伝達訓練として、市民の皆様の携帯には緊急情報サービス「ならしの」から

メールが届きます。事前に携帯電話は電源をお切りになるか、マナーモードに設定をお願いし

ます。

市民駅伝・女子サッカー大会がありました

２月４日（日）に習志野市民駅伝が七中を会場に、１１日（日）

には秋津サッカー場を会場に行われました。

市民駅伝大会には、男女１チームずつ参加し、５・６年生が１

周３ km のコースでたすきをつなぎました。どの選手も自己記録

を上回る素晴らしい走りをすることができました。

女子サッカー大会には、６年生の女子が１チーム参加しまし

た。実花小学校と対戦し、先取点をとるなど、ファイトあふれる戦

いをすることができました。観客席には、秋津小学校の仲間もた

くさん詰めかけ、ピッチに立つ選手たちに届く応援をしてくれまし

た。

どちらの大会にも選手たちは、朝や放課後に練習をしてきまし

た。頑張って取り組んだので、終わった後の表情には、満足感が

あふれていました。

パラリンピックのスポーツに触れました

２月２３日（金）の３校時、順天堂大学准教授 渡 正 先生を

お迎えして、２・３年生にパラリンピック競技の講習をしていた

だきました。

写真は、シッティングバレーボールの練習の一つですが、下

肢を使わなくてもボールの運び方がいろいろあることが分か

り、障がいのある方も「スポーツを楽しむことができる」ことを理

解することができました。ほかにもブラインドサッカーなども教

えていただき、子どもたちも楽しく取り組むことができました。

６年生を送る会があります

明日３月１日（木）１０：３０～１２：００に、６年生を送る会があります。

演目は、３年－４年－１年－２年－５年－職員の順となっています。保護者席は、１５０席用意

いたします。上履きはご用意いただき、寒くないようご準備ください。



秋津小学校パートナー会議委員公募のお知らせ

秋津小学校は、コミュニティスクールの指定を受け、「学校運営協議会」を設置して学校運営を

行っています。その中で、校長のリーダーシップが十分に発揮できるよう「パートナー会議」を組

織し、下のような内容で学校運営を支援していただいています。

目 的（役割）

（１）学校・保護者・地域住民がよきパートナーとして協力し合い、学校運営の推進に「地域の

かぜがいきかう」システム（教育活動推進システム）の充実・活性化を図る。

（２）学社連携による教育活動や学校評価に参画し、よりよい学校運営の推進に寄与する。

（３）生涯学習及び安全で安心なコミュニティの充実・活性化を図る。

会 議

・原則として８・１・３月を除く毎月第３木曜日の午後５時から午後６時３０分まで行う。

（年９回開催）

活 動（支援内容）

【協議・提言】

・校長が提示した教育目標や教育方針に基づいて、学社連携による教育課程編成への参画

や教育活動を開発・推進する。

【支援・協働】

・保護者や地域住民がそれぞれの教育力を発揮しながら学校と地域共同事業の研究推進を

行い、協働して子どもたちの成長を支援する。

ア 学校の教育課程に基づき、連携による教育活動を推進する。

イ 教育活動推進に必要な地域の人材について推薦する。

【評価・報告】

・学校教育目標や教育計画に基づいた教育活動（実践）の実施状況（内容や方法・成果・課題

等）を評価し、成果や課題を明らかにして学校改善に生かす。

ア 評価項目・観点・規準・方法等を検討する。

イ 学校評価の報告書を作成し、保護者及び地域住民に報告する。

ウ 次年度の経営計画を作成する際の資料として役立てる。

委 員

（１）委員の構成。ＰＴＡ会長や学校支援ボランティア等の他 公募による委員･･･････４名

（２）委員の選出

①公募による委員の募集は、委員長が学校・保護者・地域住民に公募の案内を行い募集す

る。公募による委員は、応募した者の中から校長がこれを面接して推薦をする。

来年度も「パートナー会議運営要綱」に基づき委員の公募を行います。ご参加いただける方は

学校までご連絡ください。応募申込書をお渡しいたします。


