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～1年間、よろしくお願いします～

校 長 鈴木 俊哉

今年の桜は開花が平年並みとはいえ、気温が高く、あっという間に満開を迎えました。

始業式の日には、明るく元気に登校してきた秋津っ子たちの進級を祝福しているかのよ

うに花びらが舞いを見せていました。この明るく元気な秋津っ子たちを見ていると、今

年から、この子たちと共に過ごせることの喜びを感じることができました。

４月２日、見事な満開の桜花のもと、新しい教職員１６人が着任しました。さらに、

１１日（水）には入学式が行われます。その頃は、きっと新緑の若々しい葉が４６名の

新入生の入学を祝ってくれることでしょう。明るく元気に登校してくる新一年生を、職

員一同とても楽しみにしているところです。

今年の秋津小学校は、新入生４６名を迎えて全校児童２３７名、１０学級と今年度か

らステップアップルームが2学級開設されます。教職員２６名で平成３０年度をスター

トします。新しい小学校生活に向けて、期待と不安で胸を大きく膨らませた新入生。ま

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。新入生に限らず、二

年生以上の子どもたちにとっても、大きな期待や不安があるかと思います。そんな期待

に応えるとともに不安を解消させるために、私たち教職員一丸となって子どもたちへの

支援を行ってまいります。

今年度もこれまでに積み上げてきた先輩の先生方や保護者・地域の方々の取り組み

を土台として、子どもたちの「生きる力」の育成に向けて、さらに一層の努力をしてま

いります。

そこで、今年度の「学校教育目標」及び「育てたい児童像」を次のようにいたします。

≪学校教育目標≫

『国際社会に生きる知・徳・体の調和のとれた児童の育成』

≪育てたい子ども像≫

自ら学び考える子（知）

思いやりのある子（徳）

たくましい子 （体）

共に生きる子 （生きる力の根幹）

この目標の実現に向けて、教職員一同、日々の教育活動に全力を傾けて取り組んでま

いります。これまでと同様、保護者並びに地域の皆様方の更なるご支援・ご協力を賜り

ますよう、お願い申し上げます。



４月の行事予定

５日（木） 着任式・始業式 １７日（火） 全国学力・学習状況調査６年

下校指導・１１：３０下校 クリーン運動・５－１

６日（金） 短縮日課・１２：１０下校 １８日（水） １年生給食開始・１３：２０下校

７日（土） 花の実園さくら祭り（吹奏楽部参加） 聴力検査１・２・３・５年

９日（月） 身体測定・視力検査５・６年 避難訓練

１０日（火） 入学式前日準備 １９日（木） なかよしタイム顔合わせ

２～４年１０：５０下校５・６年１２：１０下校 習教研（給食あり）１４：１０下校

登校指導・安全点検 スクールカウンセラー勤務日

身体測定・視力検査３・４年 グリーン運動

１１日（水） 入学式・１１：００下校 ２０日（金） ＰＴＡ総会

１２日（木） 給食開始（２～６年） パートナー会議

委員会活動 ４年５校時日 新清掃分担顔合わせ

１年給食なし１１：００下校(1７日まで) ２３日（月） 家庭訪問①（１・２丁目方面）

１３日（金） 身体測定・視力検査１・２年 ２４日（火） 尿検査１次回収日

１６日（月） 交通安全教室 なかよし活動

学級懇談会（１～６年） ２５日（水） ロング昼休み

１年１１：３０下校２・３年１３：２０下校 なかよし活動

４～６年１４：００下校 ２６日（木） 家庭訪問②（３･４･５丁目方面）

部活説明会 学校運営協議会

アレルギー対応保護者面談 ２７日（金） なかよし活動

特別支援学級説明会 歯科検診４～６年

PTA役員決め ３０日（月） 振替休日

校長 鈴 木 俊 哉 教頭 齋 藤 信 幸 教務主任 河 村 幸 枝

１－１ ○竹 森 康 代 １－２ 加 藤 智 幸

担 ２－１ ○河 村 幸 枝

３－１ ○中 島 裕里子 ３－２ 岡 部 美 佳

任 ４－１ ○宍 戸 康 人 ４－２ 香 取 秀

５－１ ○國 友 慎 平 ５－２ 鎌 形 周

６－１ ○宗 像 洋

ステップアップ-1 ○関 陽 介 ステップアップ-2 長 安 貴 子

音 楽 専 科 砂 押 恭 平 養 護 教諭 宮 川 由 佳

少人数指導 八 本 京 子 少人数指導 金 子 千恵子

担 県 事 務 瀧 上 志 穂 市 事 務 伊 藤 規 子

任 栄 養 士 風 間 正 枝 技 労 士 中 島 龍 明

外 支 援 員 今 関 幸 姫 支 援 員 井 上 彩

学 校 司 書 池 田 澄 子

スクールカウンセラーについて
本年度も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（木）が勤務日です。

平成３０年度 教職員紹介



欠席連絡について

○連絡帳もしくは、ファックス・電話で８：１０位までにご連絡ください。

○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。

※インフルエンザや感染性胃腸炎などの伝染性の病気の診断を受けた場合、「出席停止」の扱

いとなります。その場合は、「○日までお休みします」というご連絡をお願いいたします。

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。

連絡メールについて

学校から緊急連絡をするときにメールを活用させていただいてお

りますが、毎年この時期に「メールが届かない」との連絡をいただくことが

あります。確認してみますと、上のお子さんが卒業した、もしくは、携帯電話の機種変更をしたた

めに届かなくなったという理由が多くみられます。「連絡メール」は学年ごとに送信することもあ

りますので、すべてのお子様の学年にて登録をお願いいたします。

なお、４月１０日（火）１１時ころ、各学年ごとに下記のようにテスト送信いたします。

「題名」 ○学年の保護者様

「本文」 秋津小学校○年生のテストメールです。本年度もよろしくお願いいたします。

着信できなかった場合は、担任までお申し付けください。新しく手順を記した説明書をお渡し

いたしますので、再登録をお願いいたします。

校納金について

平成３０年度より始まる学校校納金について、ご協力いただきまして誠にありがとうございま

す。次ページに、３学期お配りしました年間の流れにつきまして、掲載いたしましたのでご確認く

ださい。届出が済み、「ゆうちょ銀行」から「印」を押された３枚目「本人控え」を、４月２０日までに

学校へご提出ください。年間の教材費の総計につきましては、まもなくご家庭に配布いたします

ので、ご参照ください。

お手数をおかけしますが、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。





学校だより 習志野市立秋津小学校

５月号

平成３０年

４月２７日

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

～秋津小学校 始動しました～

校 長 鈴木 俊哉

入学式がつい先日のように思い起こされますが、さくら色で覆われていた桜の木々が、

今では新緑で覆われています。いよいよ薫風香る季節の到来です。

新しい学年になって約一ヶ月を過ごした子どもたち。家庭での様子はいかがでしょう

か。最高学年となった６年生は、秋津小学校のリーダーとしてすでに活動を開始してい

ます。縦割り活動のリーダーとして、毎日の清掃ではグループの仲間に号令をかけたり

指示を出したり。自らも意欲的に取り組む姿が見られます。また、とんぼグループ活動

では、業間休みに「なかよしタイム」を実施し1年生から6年生の２４グループに分かれ

て「なかよし遊び」を行っています。最高学年としての自覚が芽生えてきていることを

感じます。とても頼もしく思います。秋津小の顔となる６年生には、リーダーとして一

層の成長を期待しています。保護者や地域の皆様も、６年生にご支援をよろしくお願い

します。

１年生が入学してから約３週間、家庭や地域での様子はいかがでしょうか。新たな環

境の中ではありますが、朝早くからとても元気よく登校し、授業

にも落ち着いて明るく楽しく取り組んでいます。授業が始まり給

食も始まり、学校にいる時間がさらに長くなってきましたが、徐

々に学校生活に慣れてきています。5月19日（土）には「秋津

小学校と地域の大運動会」が実施されます。4月25日からは運

動会練習が始まりました。1年生は、家に帰るとぐったりとして

横になるという生活が続くかもしれませんが、少しずつ体力がつ

いていきます。ご家庭では、是非子どもたちの様子を見守りいた

だき、十分に休息を与えていただければと思います。

交通事故に注意を！
このあと大型連休に入ります。５月は交通事故の多い月です。特に小学生は自転車走

行の仕方、道路への飛び出しなどに十分に気をつけるよう、ご家庭でも注意喚起をお願

いします。連休明けには、また元気な子ども達を迎えられることを楽しみにしています。



５月の行事予定
１日（火） 全校朝会 １７日（木） 市内陸上大会予備日（６年弁当）

家庭訪問３日目 グリーン運動

２日（水） １年生を迎える会 教育相談週間（～２５日）

とんぼランチタイム 耳鼻科検診（１・５年）

７日（月） 委員会活動 １８日（金） 運動会前日準備（５・６年）

運動会全体練習① １～４年は１３：２０下校

８日（火） クリーン運動６－１ １９日（土） 秋津小学校と地域の大運動会

内科検診（４～６年） ２０日（日） 予備日

運動会全体練習② ２１日（月） 振り替え休業

９日（水） ロング昼休み ２２日（火） 全校朝会

１０日（木） 登校指導 なかよしタイム

とんぼセミナー あいさつ運動週間（～２５日）

運動会全体練習③ ２３日（水） ごみゼロ運動

パートナー会議 ２４日（木） 習教研（給食あり）

１１日（金） 運動会全体練習④ ２５日（金） スクールカウンセラー勤務日

内科検診（１～３年） ２８日（月） ６年セカンドスクール１日目

スクールカウンセラー勤務日 尿検査２次

１４日（月） 陸上選手を励ます会 ２９日（火） クリーン運動 ５－２

歯科検診（１～３年） ６年セカンドスクール２日目

尿検査１次予備 ３０日（水） ６年セカンドスクール３日目

１６日（水） 市内陸上大会（６年弁当） ３１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います。

【平成３０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 田中 里枝 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 吉田 秀忠 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 荒井 英治 委員

市青少年センター所長 渡辺 雅和 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

電話連絡網について

連絡網を５月１日（火）に配布いたしますが、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。どのような内容であっても、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
昨年度、全校の子どもたちは大きな事故などもなく、登下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。

■新入学児童への下校指導
入学式から給食が始まるまでの４日間、安全ボランティアの

皆様と一緒に下校しました。秋津小は、歩道がしっかりしている

ので安全な街と思いますが、守るべきルールを身につけてほ

しいと思います。

■交通安全教室
４月１６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
４月１８日（水）に避難訓練を実施しました。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。３０年度の第１回引き落としは、７月２日（月）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。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。

運動会にむけて、お願い
５月１９日（土）に運動会があります。普段は穏やかな季節ですが、過去に風でテントが飛ん

でしまうことがありました。事故防止のため、テント等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。場所とりにつきましては、当日朝６時４５分より正

門のみ開門し、ご案内いたします。広いグランドですので、ゆっくりと場所お選び下さい。

また、昨年度はとても良い天気となり、早い時間にお子さんの水筒の中身がなくなってしまう

ケースがみられました。熱中症の予防の観点から運動会途中で、水筒の中身の確認をお願い

いたします。ふだん教室で水分補給で持参する水筒については「お茶」をお願いしております。

運動会については、炎天下での行事のため「お茶」に限定いたしませんが、「口当たりがよくて、

すぐなくなってしまう」ことのないよう、ジュース等はご遠慮いただけるようご配慮ください。



「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。

とんぼスタディについて
４月１６日（月）の懇談会で「とんぼスタディ」を話題とさせていただきました。学校での学習は

もとより、家庭での学習が子ども達の学力向上に大きく関わってくることが「全国学力・学習調

査」によっても明らかになっています。「とんぼスタディ」を推奨してしてきた経緯について、ご理

解いただけますようお願いいたします。

学校の様子から

４月２１日（土）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。１０名の方が２時間

余りで、およそ５０袋の雑草を

刈ってくださいました。

４月２２日（日）秋津コミュニテ

ィと PTA ・子供会の皆さんがこ
いのぼりの取り付けをしてくだ

さりました。たくさんの鯉がさわ

やかな風を受けて泳いでいま

す。

４月７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。今年は強い風の中での

演奏でしたが、大きな拍手をい

ただきました。

「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思っています。

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。



学校だより 習志野市立秋津小学校
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充実の6月
校 長 鈴 木 俊 哉

新緑がいつの間にか深緑となり、時の早さを感じさせる今日この頃、秋津小も濃い緑

一色に包まれ、ギラギラと照りつける日差しを受け、初夏というより真夏を思わせる日も

あります。気がつけば、１学期も半分が過ぎましたが、４月の生活目標である「気持ちの

よいあいさつ」が子ども達の間に定着しています。すれ違う際に、「おはようございます」

「こんにちは」の言葉がよく聞かれるようになりました。とてもうれしいことです。

5月19日（土）に秋津小学校と地域の大運動会が保護者や地域の皆様のご協力をいた

だき、今年度も盛大に開催することができました。保護者の皆様、地域の皆様、本当にあ

りがとうございました。子ども達は短い期間でしたが、集中して練習に取り組みました。

運動が苦手な子どもにとっては大変だったと思いますが、みんなで協力し助け合いながら

活動していました。運動会当日には、子ども達はそれまでの練習の成果を出し、どの競技

や演技にも精一杯取り組み、今までで一番良い姿を見せていました。きっと会場にいるす

べての方々を感動させたことと思います。また、当日は準備や後片付け、競技への参加等、

保護者や地域の皆様のご協力をいただき誠にありがとうございました。

6年生は5月16日（水）に市内陸上大会もありました。それに向けて、朝早くから陸

上練習を始め、放課後にもまた陸上練習とよく頑張りました。6年生は全員が選手として

大会に参加しました。多くの保護者の皆様には応援に実花小学校までお越しいただきあり

がとうございました。その声援もあり、子ども達は練習以上に力を発揮し、何人も自己新

記録を出すことができました。ご声援ありがとうございました。

運動会が終わって夏休みに向かう１学期後半は、学習などに落ち着いてしっかりと取

り組めるようにしていきたいと思います。そして、学習面では一層充実させて１学期の終

業式を迎えられるようにしてまいります。

いよいよ梅雨の季節に入っていきます。これからの季節、

大人ばかりではなく子ども達も体調を崩すことがあるかと思

います。学校では、子ども達の様子を見ながら学校生活をし

っかりと過ごせるように支援をしていきます。ご家庭や地域

の皆様におかれましても、子ども達の体調をよく見ていただ

き、お互いに連絡をとり合いながら健やかな成長の支援をし

ていきたいと思います。今後とも、皆様方の更なるご理解ご

協力のほどよろしくお願い申し上げます。



６月行事予定
１日（金） １年学年レク １５日（金） 校納金引き落とし日
２日（土） 七中運動会 １６日（土） 干潟掃除（希望者）

４日（月） 委員会活動 １８日（月） プール開き（水泳指導開始）

５日（火） ４年市内施設見学 １９日（火） クリーン運動（４－１）

クリーン運動（３－１） 習教研

６日（水） 授業研日課 ２１日（木） パートナー会議

５年お話会 グリーン運動

７日（木） トンボセミナー(３～６年生) 新清掃分担打ち合わせ

８日（金） 登校指導 ２２日（金） 眼科検診（１・３・５年）

６年お話会 スクールカウンセラー勤務日

１年校外学習 ２３日（土） 授業参観･懇談会

９日（土） 谷津干潟の日フェスタ（吹奏楽部） 家庭教育学級・試食会

１０日（日） 谷津干潟の日 ステップアップルーム懇談会

１１日（月） クラブ活動 ２５日（月） 振替休業

１２日（火） 尿検査予備日 ２６日（火） 全校朝会

なかよし活動 ２８日（木） ４年お話会

１３日（水） ロング昼休み クラブ活動

１４日（木） プール掃除 健歯児童審査会

１５日（金） 県民の日（学校休業日） ２９日（金） 授業研日課

時間割について
※授業研日課
本年度より外国語活動の時間数増加のため、３年生以上の時間割が増え、木曜日に６時間

目を追加いたしました。そこで、これまでは木曜日５時間授業の時に授業力向上のために講師を
お招きして授業研究をしてきましたが、指導を受ける時間の設定が難しくなってしまいました。
授業時数が増える中、時数を削減することはできないので、掃除の時間をカットした木曜日課を
「授業研日課」とし、研究を進めることといたしました。今月は、６・２９日となります。
下校は５校時下校が１４：２５、６校時下校が１５：１５となります。

※とんぼセミナー日課
同様に木曜日にとんぼセミナーを実施してまいりましたが、上学年にとっては７校時に相当す

ることとなり、子どもたちの集中力と体力を考慮し、３年セミナー受講生の下校を１５：００
４～６年セミナー受講生の下校を１５：４５といたします。

校納金の引き落としが始まります
６月１５日（金）に秋津小学校校納金第１回引き落としをさせていただきます。保護者の皆様に

は、ゆうちょ銀行での口座開設ならびに引き落とし手続き申し込み等ありがとうございました。今
後もスムーズに集金させていただきますよう、再度残高のご確認をお願いいたします。
詳しくは、５月１０日付でお配りいたしました、集金計画書をご覧ください。

健歯児童審査会
本年度の「健歯児童代表」として、６年１組の米重泰誠さんと棚橋由羽さんが選ばれました。

長寿の方の口元を見ると、皆さんとても立派な歯が印象に残ります。ふだん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。



市内陸上大会大活躍
５月１６日（水）、実花小学校を会場に平成３０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。

走る、跳ぶ秋津小の子どもたち

５年生田植え体験をしました
５月１４日(月)、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。

なかよしグループ
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。昨年度から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（木）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、「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。



運動会 大成功！！
５月１９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、

と決まり、子ども達のがんばる気持ちも高まりました。

低学年｢タッタ｣ 中学年｢Flag of A.ki.tsu｣ 高学年｢ソーラン節｣

どの学年も、リズムに乗って踊っていました。低・中学年の、タンバリンやフラッ

グ、高学年のソーラン節。みんなかっこよかったですね。

２年「おじいちゃんおばあちゃん ありがとう」 地域｢ムカデ競争｣ 高学年｢ソーラン節｣

２年生の「おじいちゃんおばあちゃん ありがとう」では、井上前校長先生も参

加してくださいました。地域のムカデ競争は、保護者の方や地域の皆様の真剣な

レースです。高学年「ソーラン節」は、民謡サークル「どんつく」さんの生演奏で、

力強く踊りました。どれも地域の皆さんがいてはじめてできる種目です。

赤組団長 大玉送り競争 白組団長 最終得点

一つひとつが、心に残るできごとになりました。応援団長さんお疲れ様でした。

保護者の皆様、地域の皆様、ありがとうございました。
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言葉を大切に

校 長 鈴 木 俊 哉

梅雨も本番、とても蒸し暑くうっとうしい日が続いていますが、７月に入ると一学期

も残すところ３週間と、時の過ぎ行く早さを感じています。子ども達にとっては待ちに待

った夏休みが間近。子ども達の気持ちはもう夏休みに向いているのではないでしょうか。

6月の全校朝会で子ども達に言葉について話しました。言葉には、良い言葉と悪い言葉

があります。良い言葉には勇気づける言葉・励ます言葉・やる気を出させる言葉等があり

ます。その反対に悪い言葉もあります。悪い言葉には人を傷つける言葉があり、学校の中

でもたまに聞かれる言葉です。それは、「うざい」ということばです。

「うざい」という言葉の意味には「うっとうしい」「わずらわしい」「うるさい」「めんど

くさい」「気持ち悪い」「じゃま」の意味があります。「気持ち悪い」「じゃま」と言われた

ら誰でも傷つきます。また、私は使ってはいけない言葉があると思います。それは「死ね」

「死ぬ」という言葉です。私は1番大切なものは命だと思います。この命を絶つ言葉「死

ね」「死ぬ」は使ってはいけない言葉だと思っています。

漫才師の「サンドイッチマン」が話をしていました。「私たちは、宮城県仙台市の高校

を卒業し漫才師になり、7年前に東日本大震災という大きな地震を経験し、その時の地震

と津波で多くの方が亡くなりました。その時から私たちは漫才やコントの中で「死ね」「死

ぬ」という言葉を使わないようにした。」のだそうです。

皆さんのなかには、意味が分からずに使っている人やお兄さん・お姉さんや大人の人

が使っているからまねをしている人もいると思います。いじめアンケートにもありました

が、言葉によっていやな思いをしている人が多くいます。

怒った時の言葉やスマートホン（ライン等）での文章で悪い言葉が使われることが多

いようです。保護者・地域の皆様、子ども達の言葉づかいに注意をしていただき、見守っ

ていただけるようお願いします。



２日（月） 委員会活動 １６日（月） 海の日（祝日）
３日（火） 音楽集会（２・４年･吹奏楽部） １７日（火） 通常日課（１７・１８日）

クリーン運動４－２ １９日（木） グリーン運動
４日（水） 短縮日課開始 14:10下校 給食終了
６日（金） 歯科指導１・６年 大掃除 14:10下校

スクールカウンセラー勤務日 ２０日（金） 終業式
２年ふれあい給食会 スクールカウンセラー勤務日

７日（土） 総合防災訓練事前説明会 ２３日（月） 補習教室４・５・６年
９日（月） 通常日課（９・１０日） ２４日（火） 補習教室４・５・６年
１０日（火） 登校指導 ２８日（土） 千葉県吹奏楽コンクール
１１日（水） 保護者面談① 14:10下校 ８月１３日 学校閉庁日
１２日（木） 保護者面談② 14:10下校 ～１４日 学校閉庁日

パートナー会議 ８月２１日 登校日
１３日（金） 保護者面談③ 14:10下校 ９月３日 ２学期始業式
音楽集会の日程は、年間当初にご案内しました４日ではなく３日（火）となっております。

授業参観・懇談会ありがとうございました
６月２３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。あいにくの天気となりましたが、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。参観され
た地域の方から、低学年は手もたくさん上がっていて発表も元
気いっぱいでした。高学年ではしっかり集中して先生の話や、
友達の発表をしっかり聞いていました。と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。

通知表について
通知表は専用のファイルに入れてお渡ししています。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。

連絡網の取り扱いについて
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。また実在する数名のお友達の名前をあげ、信用される
ように話しかけてきます。連絡網のことについて聞いてくることが怪しいと思ってよいと思います。
「おうちの人とかわります」や「学校に聞いてください」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。

登下校の安全について
６月１８日（月）に大阪北部で起こった震度６弱の地震で、小学校のブロック塀が崩れ女子児童

が亡くなりました。習志野市でも緊急調査が入り、秋津小学校の敷地内には特に問題点はあり
ませんでした。しかしながら町を歩いていて、「倒れない」「落ちない「動いてこない」場所は普段
から意識していないと見つけることができません。自分の身を守るためにも大人の目で教えてあ
げてほしいと思います。

７ 月 行 事 予 定



６年セカンドスクール
５月２８日（月）～３０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
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。

３年祭り寿司体験
５月３０日（水）に、３年生が「祭り寿司」の体験をさせていた

だきました。学習支援ボランティアの皆さんが８名、保護者ボラ
ンティアの皆さんが１１名と、多くの皆さんに見守られて「祭り寿
司」を作ることができました。千葉県の歴史や伝統的な文化の
学習につなげていきます。また、秋津まつりに向けて、「ばか面
踊り」の振付にも挑戦します。学習を進めることで、地域への
知識・理解が深まっていってほしいと思います。

谷津干潟コンサート
６月９日（土）に、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。たくさんのお客様の中での演奏はとても
緊張しましたが、立派に演奏することができました。夏のコンク
ールに向けて課題もたくさんありますが、部員一同さらに練習
に励んでいこうという気持ちになりました。
応援、よろしくお願いいたします。

もうすぐ夏休み
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、ご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（水）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。
また、８月３日（金）～８日（水）・１１日（土）に秋津球場にて「世界女子ソフトボール選手権大

会」が開催されます。とても大きな大会なので、諸外国の方を含め、多くの人が秋津においでに
なることが予想されます。国際色あふれた応援や衣装など、現在行われているサッカーワールド
カップの雰囲気を感じることができるかもしれません。とても楽しみですが、いろいろなことを想定
すると、自動車を運転される方が外国の方であることも考えられます。その時期は、普段と違っ
た緊張感が必要かもしれません。
なお、８月１１日（土）～１４日（火）は土日に加え学校閉庁日となり、学校が無人になります。

緊急時には学校携帯（０９０－８７４５－３１４４）までご連絡ください。教頭が対応いたします。



下の資料は、お子さん自らが生活リズムを確立し、家庭学習を習慣づけられるようにするた
め、具体的な行動につながる「合言葉」です。県教育庁のホームページの、「学び！」ちばっ子の
合言葉から抜粋しました。ご家庭でも参考にされ、学力向上の一環にしてほしいと思います。

ちばっ子の学びは たい！ が合言葉

知りたい、確かめたい、学びたい・・・学習のスタートは意欲から

毎朝食べたい！ おいしい朝ごはんがくれる一日の元気
毎日朝食をとる子ほど、脳のエネルギーが確保され、学習への取組もしっかりできます。

ずっと続けたい！ ルールとマナー、必ず守って事故ゼロ登下校
規範意識の高い子ほど、学習への取組もしっかりできる傾向があります。

毎日読みたい！ 興味ふくらみ心もおちつく朝の読書
ちばっ子は朝の読書に良く取り組み、読書が好きな子の割合も高くなっています。

もっとのばしたい！ 背筋のばしてよい姿勢、集中力も自然にアップ
学習の約束ごとを決め、守らせることが、子どもの集中力を高め、学力を伸ばします。

しっかり伝えたい！ 言葉も文も、意見は筋道たててわかりやすく
自分の意見をしっかり話す、書く指導で、思考、判断、表現する力を高めましょう。

今、身につけたい！ 今日学んだこと、明日学ぶことを家庭学習で
学校と家庭とが協力して、習慣化することが大切です。

楽しく遊びたい！ 学び上手は計画を立てて時間を決めて
ゲームや通信の時間を限るなど、規則正しい生活習慣の確立が学力に反映しています。

すすんで手伝いたい！ 感謝の気持ちと自信が持てるお手伝い
達成感を味わう機会を設け自尊意識を高めることで、学ぶ意欲も高まります。

みんなで参加したい！ 地域の行事はみんな楽しく協力しあう
行事への参加から、地域や社会への関心を高め、ちばっ子の総合的な力を育てましょう。

ほがらかに語りたい！ 学校や友だちのこと、家族と話しよい眠り
団らんと安らぎが子どもに安心を与えます、笑顔の絶えない環境をつくりましょう。

学校・家庭・地域・・・みんなで支える ちばっ子の たい！

今年のラジオ体操の予定です
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ようにしましょう。



学校だより 習志野市立秋津小学校

９月号

平成３０年

９月４日

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

実りある秋 子ども達の 活 躍 に 期 待

校 長 鈴 木 俊 哉

暑く長い夏休みも終わり、いよいよ充実の二学期が始まりました。学校に明るく元気

な子ども達の声が戻り、とても喜ばしいことです。この夏休み中、ご家庭での子ども達は

どうだったでしょうか。大きな事故やけがの報告もなく、子ども達と共に始業式を迎えら

れたことを大変うれしく思っています。今年の夏はとても暑い日が続き、習志野市内の小

学校では、ミニバスケットボールとサッカーの練習試合を環境省の暑さ指数を基に判断し

て実施しました。予定していた練習試合が中止になり、子ども達は大変残念がっていまし

た。保護者の皆様にも、練習試合の準備等でご迷惑をおかけしたと思います。

さて、二学期は子ども達が活躍する様々な活動が控えています。

９月２１日（金）には、全校児童による「秋津っ子まつり」を開催します。子ども達は

学級や学年として一学期から準備を始め、自分たちが楽しむというよりも、来てくれた方

々に楽しんでもらうというスタンスで準備を進めています。当日は是非お楽しみください。

9月２６日（水）から2泊3日で、４年生のセカンドスクールを実施します。４年生は、

小学校で初めての宿泊学習になります。楽しい活動をたくさん実施します。

１０月には６年生の修学旅行があります。仲間と過ごす最後の宿泊。たくさんの思い出

を作ってほしいと思います。そして、秋津地域恒例の「秋津まつり」（10月６･７日）で

す。7日の日曜日は登校日となり、今年も全校挙げて参加します。保護者の皆様、地域の

皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

１１月には公開研究会（１１月２日）今年も保護者の皆様にご協力いただくことと思

います。よろしくお願いいたします。それから６年生のボール大会（１１月１４日）最高

の成績を目指しています。そして、全校マラソン大会（１１月２８日）があります。

12月には、１年生と６年生の発表による音楽集会、とても楽しみです。他に各学年に

よる校外学習も計画しています。それぞれの詳細については、学年だより等でお知らせい

たしますので、その際にご確認ください。

二学期も多くの大きな行事が実施されます。

このような活動を通して、子ども達が心身と

もに増々大きく成長していくことを願ってい

ます。今学期も秋津小学校教職員一同、子ど

も達の更なる成長を胸に抱きながら、教育活

動に全力を尽くして参ります。

今後とも、保護者や地域の皆様方のご支援

ご協力よろしくお願い申し上げます。
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９月行事予定

１日（土）吹奏楽部TBSアンサンブルコンクール（代表出場） １３日（木）パートナー会議

災害時伝言ダイヤル試用期間 とんぼセミナー（３～６年）

～５日（水） １４日（金）３年校外学習

２日（日）習志野市総合防災訓練 とんぼセミナー（２年）

３日（月）始業式 スクールカウンセラー勤務日

下校指導 １７日（月）敬老の日（祝日）

４日（火）通常日課開始・給食開始 １８日（火）習教研（下校14:10）

身体測定（１～６年） １９日（水）幼稚園宿泊保育～２０日

６日（木）委員会活動 ２０日（木）新清掃分担打ち合わせ

１年心電図検査 グリーン運動

７日（金）避難(引き渡し)訓練 ２１日（金）秋津っ子まつり

１０日（月）教育相談週間～２１日（金） ２３日（日）秋分の日（祝日）

夏休み作品展～１２日（水） ２４日（月）振替休日

クラブ活動 ２５日（火）全校朝会

登校指導 ２６日（水）４年セカンドスクール

あいさつ運動週間 ～２８日（金）

～１４日（金） ２８日（金）歯科指導（５年）

１１日（火）クリーン運動（３－２） スクールカウンセラー勤務日

体力テスト～１３日（木） ２９日（土）秋津幼稚園運動会

１２日（水）ロング昼休み １０月１日（月） 委員会活動

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が、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１０日（月）から１２日（水）の３日間、９：００～１６：４０までです。

授業中においでの場合には、静かにご覧いただけますようお願いいたします。

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 図工室

○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。

障害者差別解消法に関する合理的配慮について
障害者差別解消法は、全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会

の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として施行されました。

法律では「合理的配慮（教育環境の整備）」を行うよう求められています。合理的配慮と

は、障害の特性に応じ社会的障壁の除去が求められる具体的場面や状況を整備していこう

とするものです。本校でも個別の教育支援計画を作成し、「教育内容・方法、支援体制、

施設・設備」を整え、一人ひとりのニーズにあった学校作りをめざしてまいります。

また、本校にはスクールカウンセラーが配当されています。気になることがありました

らお申し付けいただけるようお願いいたします。



健康の維持管理について
今年の夏も「猛暑日」が続き、本当に暑い夏となりました。本校では、夏休み中心配さ

れた熱中症の報告もなく、ひと安心というところです。９月に入り、まだまだ暑い日が続

くことが予想されます。学校でも、熱中症等に十分気をつけて学習を進めていきたいと考

えています。ご家庭でも、お子さんの健康の維持管理のため、規則正しい生活ができるよ

う、ご配慮をよろしくお願いいたします。

避難訓練・引き渡し訓練があります
９月７日（金）に地震を想定した避難訓練・引き渡し訓練を行います。

８月２１日付の文書でもお知らせいたしましたが、名簿に記載している

方以外の方が来航する場合、担任まで連絡帳でお知らせください。時間に

なりましたら、方面別集団下校いたします。

なお、車でのご来校は、ご遠慮ください。

補習教室について
７月２３・２４日に、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、本校児童も連日３０名ほど参加し

ました。今回は、４～６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。

ステップアップ２組の先生が着任しました
遅くなってしまいましたが、７月１１日（水）付でステップ

アップ２組に新しい講師が着任したことをお知らせいたします。

前任の 長安 貴子 が退職し、後任として 山田 敏子 が着任いた

しました。

子ども達にはすでに紹介いたしましたが、保護者の皆様にも

ご承知おきいただきたいと思います。

ラジオ体操がんばりました
例年行われていますラジオ体操が、今年も７月２１日～３１

日、８月２１日～３１日の延べ２２日にわたって行われました。

今年の夏は、朝からの日差しが特に強く感じられ、陰になった

場所で体操する姿が多かったように思いますが、たくさんの子

ども達や保護者、地域の皆さんが参加していました。

校納金引き落としがあります
９月１８日（火）に９月分の校納金引き落としがあります。

１年生 ５，７４６円 ２年生 ３，３７１円 ３年生 ３，４４０円

４年生 ５，３８０円 ５年生 ５，９２１円 ６年生 ３，３９６円

今回は、１５日が土曜日のため翌営業日が１８日となり、再引き落としまでの日数が短

くなっています。必ず、口座のご確認をお願いいたします。



暑さに負けず頑張った部活動
今年の夏休みは、例年に増し記録的な猛暑の連続で熱中症が心配されましたが、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。さらに、他校との練習試合やコンクールなど日常できないことも経験できます。

１１月１４日（水）の市内ボール大会に向け、さらに充実してほしいと願っています。

吹奏楽部も練習を重ね、７月２８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。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。ご協力いただきありがとうございました。

☆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、パスがつながりませんでした。しか

し、練習を通してパスがつながり、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 宗像 洋 先生の話
予定していた練習試合も猛暑のため、中止になることも多

かったのですが、子ども達は少ない機会を生かして頑張って

いました。どんどん上達していく姿は頼もしかったです。

１１月には、大きな目標である市内ボール大会が行われます。

これまでの課題を克服し、チーム一丸となって大会に臨める

ように、毎日の練習を積み重ねていきたいと思います。応援

よろしくお願いいたします。

☆吹奏楽部顧問 砂押 恭平 先生の話
今年度、４年生１３人が入部し、部員数２８人で活動して

います。５，６年生が楽器の扱い方、楽譜の読み方、演奏の

仕方を教える中で、全体での音も揃うようになってきました。

７月の吹奏楽コンクールでは、「セレブレーション アンド ソ

ング」を演奏しました。緊張感もありましたが、最後まで一

生懸命演奏することができました。また今年初めてTBSこど

も音楽コンクールの録音審査に通過し、９月１日（土）に重

奏部門に出演することができました。

これから秋津祭りやコンサート等での演奏の機会をいただいていますので、聴いていた

だく人にもっと楽しんでいただけるよう、練習に取り組んでいきたいと思います。全体の

合奏だけでなく、グループでのアンサンブルにも挑戦しています。１１月にはアンサンブ

ルのコンクールにも出演する予定です。応援、よろしくお願いいたします。

除草作業ありがとうございました
８月２６日（日）にご利用団体の皆様、およそ8０名の方

が校庭の除草作業をしてくださいました。１時間３０分ほど

の短い時間にゴミ袋７０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。



学校だより 習志野市立秋津小学校

１０月号

平成３０年

９月２８日
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継 続 は 力 な り
校 長 鈴 木 俊 哉

プロ野球 千葉ロッテマリーンズ 福浦和也 選手が９月２２日（土）に２,０００本安打
を達成しました。２,０００本安打を達成した選手は、プロ野球名球会に入れる資格があ
たえられます。福浦選手は習志野市出身で、小学校時代はあずまクラブ現在の大東あずま
ヤンチャーズで野球をはじめ、中学校は習志野二中、高校は習志野高校で活躍しました。
私は、福浦選手が二中の生徒の時に体育を教えていたので、それからずっと応援をしてい
ます。
福浦選手はプロ野球選手になってすぐに活躍したわけではありません。投手としてプ

ロ野球に入りましたが肩をこわし、内野手に転向しました。３年間は１軍に上がることも
なく、２軍で頑張っていました。そんな福浦選手はあきらめることなく、今年でプロ野球
選手として、２５年目（４２歳）継続してきたからこそつかんだ栄光だと思います。皆さ
んもいろいろなことに取り組んでいると思います。まずは、石の上にも３年ということわ
ざがあるように、初めは大変なことも頑張り、そして継続して取り組むことにより、良い
結果につながると思います。「継続は力なり」ぜひ覚えておいてほしい言葉です。

福浦和也 選手は習志野市民栄誉賞の授与が決定しました。福浦選手のユニホームが習志野
市総合教育センターに展示されています。

９月の秋津っ子まつり、子ども達の活動とても
素晴らしかったです。保護者・地域の皆様のご参
観も多く、大変感謝致します。保護者・地域の皆
様から頂いた励ましのカードに子ども達の活動に
ついてたくさん書かれていました。「どの学年も受
け付けがしっかりして、わかりやすく説明をして
くれました。」「案内を子ども達がわかりやすく丁
寧に行っていた姿はとても立派でした。」
他にも多くのお褒めの言葉をいただきました。
こんなに素晴らしい秋津小学校の児童を誇らしく
思います。これからも、学習や行事に子ども達の
笑顔があふれるように取り組んでまいります。

「あきつ」「あいさつ」「ありがとう」の３つの「あ」を４月のはじめに話しました。
多くの子ども達は継続して取り組んでいます。
そこで、少しステップアップ、あいさつの「おはようございます」をもう少し元気に

あいさつしましょうと、９月の全校朝会で話しました。保護者や地域の皆様も子ども達に
言葉かけをお願いします。



１０月の学校行事

９月２９日（土） 秋津幼稚園運動会 １５日（月） クラブ活動
１日（月） 委員会活動 なかよしタイム

お話し会（２年） スコリオ検診（５年）
２日（火） 校外学習（５年） １６日（火） 習教研（下校１２：１０）給食なし

クリーン運動（２年） クリーン運動 （１年）
３日（水） 修学旅行（６年）～４日 PTA役員会
５日（金） 校外学習（４年） １７日（水） ロング昼休み
６日（土） 秋津まつり前夜祭 お話し会（６年）
７日（日） 秋津まつり（登校日） １８日（木） パートナー会議
８日（月） 体育の日 グリーン運動
９日（火） 振替休業 なかよし活動
１０日（水） 登校指導 １９日（金） お話し会（３年）

町たんけん（２年） ２２日（月） 幼保小交流会「なかよし運動会」
１１日（木） お話し会（４年） ２３日（火） クリーン運動（６－１）

とんぼセミナー（３～６年） ２４日（水） クリーン作戦Ⅱ（５時間授業）
１２日（金） スクールカウンセラー来校日 公開研究会日課

音楽集会２校時（１・６年・吹部） ２６日（金） スクールカウンセラー来校日
とんぼセミナー（２年） ３０日（火） 全校朝会

クリーン作戦を予定しています
９月１８日のお便りでご案内いたしましたが、１０月２４日（水）にクリーン運動を実施いたしま

す。９月２０日までにお返事を頂けますようお願いいたしましたが、急なお願いで調整が難しかっ
たようで応募が少ない状態です。ご都合のつく方はこれからでも間に合いますので、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２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２００人余の皆
さんが雨で足元の悪い中、参加していただきました。仮設トイ
レの立て方や、三角巾の吊り方・新聞紙のスリッパ作り方など
の実技を通した訓練を行っていました。
学校でも９月７日（金）に地震想定の避難訓練を行い、安全

な避難の仕方を学習しました。引き渡し訓練も行い、通学路の
確認もしていただきました。

稲作ボランティア募集のお知らせ
今月５年生が、稲刈りを行います。春に代掻き、田植えを行

い、７月に防鳥ネットを張る作業をしてくださいました。今は稲
刈りに向け、水抜きをして乾燥させているところです。
現在のボランティアの皆さんには長年お世話になっていま

すが、世代交代の声があがってきています。保護者・地域の
皆さんからの応募があると助かります。お友達等誘い合ってご
応募いただけますようお願いいたします。



「秋津っ子まつり」～保護者や地域の皆様の感想より～
≪全学年の皆さんへ≫

○どのコーナーも楽しかったです。小さい子（未就学児）も遊べる工夫がされていて、親子で全力
で祭りを楽しめました。折り紙の景品も上手でした。

○秋津っ子まつり、楽しかったです。どの子も生き生きと活動していて、よかったです。
○小さい子にも優しく遊ばせてくれました。ありがとう。賞品も素晴らしかったです。折り紙を教え
てくれてありがとう。
≪１年生の皆さんへ≫

○みんな楽しそうにおもてなしをしてくれて、お客さんも楽しめました。ありがとう！

○みんなこだわって作っていてすごい！係りのみんな、お疲れさまでした。

○とてもていねいにゲームの説明をしてくれました。とても楽しかったです。
○みんな一生懸命自分の仕事をしていてびっくりしました。とても楽しかったです。
○工夫をしたゲームが大変面白かった。アイデアを皆で考えたのですか。また楽しいゲームを考
えてくれることを期待しています。

≪２年生の皆さんへ≫
○身近にあるもの、自然のものを使って楽しいゲームができました。大変良かったです。これか
らもいろいろなことを考えて皆を楽しませてください。

○楽しいゲームがたくさんあってびっくりしました。ゲームの説明ボードもわかりやすく書いてあ

ってよかったです。楽しい時間をありがとう。

○とてもかわいらしい呼び込みで何回も輪投げをしました。最後までできなかったのは残念でし

たが、みんなの笑顔を見られて幸せな気持ちになりました。

≪３年生の皆さんへ≫

○どのコーナーも楽しかったです。大人ですが、爆笑の連続でした。お祭りの準備ありがとう！

○サーキット、車が飛んで面白かった。的あても割り箸を工夫してあってすごいと思いました。

○それぞれ責任を持って働いていて格好良かったです。大きなお兄さん、お姉さんになりました

ね。楽しかったです。大笑いもしました。ありがとう！

○皆がとっても楽しく活動していました。見ているだけでもうれしかったです。

○いろいろなところに工夫がみられ、遊んでいてワクワクしました。

≪４年生の皆さんへ≫

○とても楽しいゲームでした。みんなで力を合わせて運営している様子が素晴らしいです。

○景品の折り紙がとても上手にできていて、自分で折ったと聞いてびっくりしました。クイズはと

ても難しく、こんなに難しい勉強をしているのかと、すごいと思いました。

○ただのゲームではなくて、電球を使ったり、空気砲だったり授業で習ったことを工夫していて、

楽しかったし、よく考えたなあと感心しました。お疲れ様でした。

≪５年生の皆さんへ≫

○去年より落ち着いた雰囲気で大きく成長しているのを感じました。

○屋敷は、大人でも結構怖くて大きな声を出してしまいました。クオリティの高さに脱帽です。



○死体役の子に「頑張ってね」と言ったら、頷いてくれて可愛らしかった。

○SASUKEは大人でも難しくできていて工夫されていました。とてもよくできていました。

≪６年生の皆さんへ≫

○お化け屋敷チラシやビデオの効果で入る前からドキドキして怖かった。足首触られたのや肩を

触れられてぞっとして怖かったよ～でも楽しかったです。

○上手に部屋を使って長い距離のように感じました。みんなが一致団結しているのがわかった。

○お化け屋敷とても怖かったです。準備も大変だったのかな、と思いました。

※紙面の都合上抜粋いたしました。たくさんエールを頂きました。ありがとうございました。

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６日（土）に前夜祭、７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、
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３８”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

食について把握していきたいと思います。場所（校舎内外）や内容（アレルギー対象物か）につい
てもお子様と話し合っておいてほしいと思います。
また、今年度は夏の暑さから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。

セカンドスクール ４年生
９月２６日（水）から２８日（金）まで、４年生がセカンドスクールに行ってきました。天気があまり

すぐれない中、順調に活動に取り組むことができました。子ども達も鹿野山の自然や、竹けん玉
づくりを満喫することができました。高学年に向け、成長する一歩となりました。

フッ化物洗口が始まります
習志野市では、むし歯予防のために、平成２８年度よりフッ化物洗口モデル事業を行っており

ます。本年度から、本校でも実施することとなり、週１度全学年フッ化物液による「ブクブクうが
い」を行うことになりました。
詳しくは、保護者説明会を開催し、ご説明いたします。後日配布いたしますフッ化物洗口保護

者説明会のご案内をご覧ください。

多様な子ども達の学びの場充実のために （習志野市教育委員会からのお知らせ）
今年８月に、「平成３１年度～平成３３年度特別支援学級・通級指導教室整備計画」を変更す

ることとなりました。詳細は、習志野市ホームページより「子育て・教育」→「習志野市教育委員
会」→「お知らせ」→「『習志野市特別支援教育推進基本方針』及び『特別支援学級・通級指導教
室整備計画（改訂版）』について」をご覧ください。
お問い合わせは、習志野市教育委員会学校教育部指導課（ 047-451-1132 ）までお願いします。



学校だより 習志野市立秋津小学校

１１月号

平成３０年

１１月１日

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

豊かな心・健やかな体を目指して

校 長 鈴 木 俊 哉

ようやく秋の空、秋の風が感じられるようになりました。「秋」は、「収穫の秋」である

とともに、「食欲の秋」「スポーツの秋」「読書の秋」「芸術の秋」と、過ごしやすく様々な

ことに挑戦しやすい季節でもあります。

収穫の秋では、5年生がボランティアの皆さんの力を借りて、稲刈りを行いました。

１１月２８日（水）のマラソン大会の時に餅つきをして、食べる予定です。

スポーツの秋では、市内のボール大会があります。夏休みから練習に取り組んできた成

果が発揮される場です、保護者・地域の皆様の応援お願いします。

読書の秋では、多くの本を読むことで、豊かな心が育まれ、そして思いやりの心が育ち

ます。ご家庭でも多くの本を子ども達に与えてください。

芸術の秋では、市内の総合教育展が開催されます。市内の子ども達の作品がたくさん出

展されます。ぜひご観覧ください。こども県展では、秋津小学校の子ども達が心を込めて

描いた作品が、入選２６作品、佳作２０作品選ばれました。入選作品は千葉県立美術館に

１２月４日（火）から１２月１６日（日）まで出展されます。

６年生は修学旅行に行ってきました。仲間との最後の宿泊

学習である、日光への修学旅行。２日間とも天候に恵まれ仲

間との楽しい思い出がたくさん作れたと思います。秋津小学

校の最高学年としての自覚をしっかりと持った行動ができま

した。これを秋津小の伝統として、是非下級生に引き継いで

もらいたいと願っています。



１１月の行事予定

１日（木） 総合教育展（～７日） １２日（月） 市内ボール大会選手を励ます会

緊急地震速報対応訓練 １４日（水） ６年市内ボール大会（６年給食なし）

公開準備 １５日（木） グリーン運動・パートナー会議

１～４年下校１３：３０ 新清掃分担打ち合わせ

５・６年下校１５：３５ １６日（金） 市内ボール大会 予備日

２日（金） 公開研究会(１２：００下校) （６年給食なし）

４日（日） スポーツ少年団運動会会場 ２０日（火） クリーン運動４－１

吹部アンサンブルコンクール ２１日（水） マラソン大会試走日

（八千代秀明高校講堂） ２２日（木） 授業参観・懇談会

５日（月） 委員会活動 ２３日（金） 勤労感謝の日

６日（火） クリーン運動５－１ ２６日（月） マラソン試走予備日

七中生職場体験 ２７日（火） 全校朝会

７日（水） マラソン練習開始 ２８日（水） マラソン大会

ロング昼休み ２９日（木） マラソン大会（予備日）

とんぼランチタイム ３０日（金） スクールカウンセラー勤務日

８日（木） 就学時健康診断(１３:００下校) １２月１日（土） 海辺のコンサート

９日（金） スクールカウンセラー勤務日 （七中会場）

登校指導

授業参観、ぜひおいでください
１１月２２日（木）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 学級懇談会

下学年 １３：４０～１４：２５ １４：３０～１５：１０

上学年 １４：３０～１５：１５ １５：２０～１６：００

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２日（金）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。

学校校納金の引き落としがあります
１１月１５日（木）に１１月分の校納金引き落としがあります。

１年生 ２，８５０円 ２年生 ２，１０７円

３年生 ４，５０９円 ４年生 ５，２６４円 ６年生 ３，１６０円

５年生は１０月に引き落としたので、今回の引き落としはありません。

各学年だよりでもご案内しております。口座のご確認をお願いいたします。



マラソン週間が始まります

１１月７日（水）より１１月２７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２８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（水）を予定しています。 ≪２９年度の様子から≫

マラソン大会当日の出走時刻等、詳細は、１０月２６日付の配布物にてご確認ください。

市内ボール大会があります

１１月１４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、１８日（金）に延

期されます。

・男子 対：谷津南小 ９時２０分～秋津小学校、幼稚園側のコート

・女子 対：袖ヶ浦東小 １０時１０分～袖ヶ浦体育館テニスコート側

※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、秋津サッカー場。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。
３日（水）４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

かったそうですが、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。前日までの雨で、華厳の滝の水量が普段の数倍になっていて、ものすごい迫力だったそ

うです。戦場ヶ原の１部が通行止めになっていましたが、計画通りに実施でき楽しい修学旅行に

なりました。

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２５日付の「総合教育展覧会のご案内」を御参照ください。



秋津まつりが盛大に行われました
７日（土）の前夜祭の朝まで台風による風や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。

≪前夜祭≫

≪本祭り≫

音楽集会
１０月１２日（金）に１年生・６年生が合奏・歌、吹奏楽部が演奏を発表しました。今年は、習志

野文化ホールの改修工事のため、各学年の発表の順番が、例年と異なります。

３学期には、３、５年生と吹奏楽部が発表します。

稲刈り体験をしました
１０月１７日（水）にボランティアの皆さんのお力を借りて５年

生が稲刈りを体験しました。雨が続きぬかるんだ田んぼでした

が、鎌を持って手で刈り取りをしました。脱穀機でお米にするこ

ともできました。あとはよく乾燥させて、精米します。２８日（水）

の餅つきが楽しみです。



学校だより 習志野市立秋津小学校

１２月号

平成３０年

１２月３日

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

今という時間を大切に
校 長 鈴 木 俊 哉

１２月（師走）、1年の最後の月、2学期最後の月になりました。

私は、時間がたつのがとても速く感じられます、時間は人によって早く経過したり、遅

く経過したりと感じ方が違います。楽しいことは早く時間がたち、嫌なことは時間がたつ

のが遅く感じられます。

一人一人に与えられた時間を大切に使いましょうと、下記の話を全校朝会で子ども達に

話しました。

もし、こんな銀行があったら、あなたはどう利用しますか?

その銀行は、 毎朝あなたに86,400円をくれます。それをあなたは自由に使う事が出来

ます。しかし、このお金は「魔法のお金」で、あなたが使っても、使わなくても、1日で

消えてしまいます。そして、次の日になると、また 86,400円をくれます。それは「時

間」というお金です。このお金（時間）は、どんな人でも平等に与えられます。1日を秒

にすると、86,400秒です。86,400回数えると、1日が終わります。毎日、あなたが上

手に使い切らなかったお金（時間）は消えてしまいます。明日には、持っていけません。

友達に貸したり借りたりもできません。そして、その日の終わりに、残りは消えてしまい

ます。

もし、あなたがその日の時間を全て使い切らなければ、あなたはそれを失ったことになり

ます。だから、与えられた時間を大切にしましょう。そして、時間は誰も待ってくれない

ことを覚えましょう。

昨日は、もう過ぎ去ってしまいました。

明日は、まだわかりません。

今日は与えられるものです。

だから、英語では今・現在のことをプレゼント（present）と言います。

「今・現在」はあなたへの贈り物なのです。

今という時間を大切にしましょう。



１２月の行事予定

１日（土）海辺のコンサート（七中） １３日（木）パートナー会議

３日（月）委員会活動 通常日課

落語鑑賞会４年 １４日（金）通常日課

フッ化物洗口練習 １７日（月）保護者面談（希望制）１日目

４日（火）お話し会 ６年 完全下校１３：１０

クリーン運動４の１ １８日（火）保護者面談（希望制）２日目

なかよし活動 完全下校１３：１０

６日（木）フッ化物洗口開始 ２０日（木）給食終了・大掃除

とんぼセミナー（３～６年） グリーン運動

１０日（月）短縮日課（１２日まで） 完全下校１４：１０

完全下校１４：１０ ２１日（金）終業式１１：４０下校

登校指導 吹奏楽部ゆいまーる演奏会

１１日（火）短縮日課２日目 ⇒冬期休業

１２日（水）短縮日課３日目 １月７日（月） 始業式登校 ８：０５

おもてなし授業３・４年 下校１１：４０

個人面談があります
１２月１７日（月）・１８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５日（水）に配布予定です。ご確認ください。

授業参観・懇談会ありがとうございました
１１月２２日（金）の授業参観日には、多数ご参観

いただきありがとうございました。天気もよく、元気

な子どもたちの様子をご覧いただけたことと思いま

す。

１年生の保護者からは、「１学期参観した時より、

子ども達が集中して授業を受けていることが分かり、

大変頼もしく嬉しく感じました」との感想もいただき、

お子さんの成長を感じられたことと思います。

また、何かありましたら、担任までご連絡いただきますようお願いいたします。

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。引き落としができませんと、

払い込み票でのお支払いとなってしまいます。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（金）に引き落としがあります。

口座の変更などありましたら、担任を通してお問い合わせください。

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



マラソン大会がありました
１１月２８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。当日は天気も良く、数日前

からの好天でコースも乾燥し、絶好のマラソン日和

となりました。

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。ま

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」こともできたのではないかと思います。

たくさんの応援、本当にありがとうございました。

市内ボール大会がありました
11月14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が、男子は谷

津南小に、女子は向山小に惜しくも敗れてしまいま

した。男子のサッカーは、本校会場で全校の応援の

中、何度もチャンスを作り盛り上がりましたが、そ

の後得点されてしまいました。しかし、試合後には

「よくやった よくやった 秋津！！」の声援の中、

全力で臨んだ試合に、すがすがしい気持ちが残った

ことと思います。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。

海辺のコンサートがありました
１２月１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。用意された

３００席余りの座席もほぼうまり、立ち見の方もた

くさん見られました。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てきたこ

とと思います。フィナーレには、谷津干潟をテーマ

にした「翼に愛を」の合唱もあり、地域の皆さんも

一緒になっていました。

習志野市七草マラソン大会があります
平成３１年１月１３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（水）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。引率は学校でも受け付けて

おりますので（別紙１１月２６日付配布文書）、お申し出ください。



学習用具について
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。

忘れ物をすると、学習に対して不自由な思いをしてしまい、意欲が半減してしまいます。

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。毎日の習慣として、学習の準備を大切にしていきたいと思います。

さて、最近のニュースとして、子ども達の学用品が重くなり毎日の持ち運びが大変では

ないか、という話題があります。本校ではこれまでに家庭で学習する機会の少ないものや、

宿題としないものについては、学用品を教室にまとめておくようにしてまいりましたが、

概略をお示しいたします。各学年からのお知らせにて、教室に置くもの・持ち帰るものを

ご判断していただけますようお願いいたします。

①音楽、図工、保健、外国語、道徳など（国語・社会・算数・理科以外）の教科書

②社会科地図帳・資料集、音楽ドリル、硬筆ノートなどの副教材

③粘土、算数セット、鍵盤ハーモニカ、水彩絵の具、書写セットなどの学習用具

※下校時、直接習い事等に出かけるものや水筒などは、個々に状況が異なりますので、

ご家庭で様子を見ていただきますようお願いいたします。

学期・学年末については、学年だより等でお知らせいたします。

家庭学習について 全国学力・学習状況調査より

子どもたちの学びは、学校だけで成立するものではありません。家庭で育てていただい

たことを基盤に学校で学び、学校で学んだことを家庭で復習していくスパイラルが子ども

の学力を形成していきます。また、学校の中だけではできないことを、家庭で体験するこ

とも子どもたちにとって「重要な学び」となっていきます。

現在、「家庭学習が大切」と言われています。これまで、「全国学力・学習状況調査」

（小６国語・算数）における国の分析結果では、「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。千葉県の分析でも、同様な傾向が指摘されています。

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。そのため家庭を学習の

場とするために、「やり取りの続く会話を心がける」「情報を収集するための資料をそばに

置いておく」等の工夫が考えられます。

学校でも「家庭学習」を有意義に進めていただけるよう、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、「秋津小学校 家庭学習のすすめ」を年度初めに配布いたしました。今後も保護者の

皆さんと一緒に考えていきたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。

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。自転車の乗り方や、道路の歩き方について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、不審者の情報も聞かれます。

何かありましたら、すぐに警察・学校に通報するようにしてほしいと思います。



学校だより 習志野市立秋津小学校

１月号

平成３１年

１月７日

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

Believe！You can do it（自分を信じろ！君ならできる）

校 長 鈴 木 俊 哉

新年あけましておめでとうございます。２０１９年の新しい年を子どもたちと無事に迎

えられて、とても嬉しく思います。

今年、私は４年生で習う「信」という漢字を年頭の言葉として生活していきたいと思い

ます。「信」という漢字にはいろいろな言葉があります。

自分を信じることで「自信を持つことができます」そして、相手を信じることで「信頼

が生まれます。」

昨年度、全米オープンテニスで大阪なおみ選手が優勝しました。男子では、２０１４年

に錦織圭選手が日本人男子で初めて決勝まで勝ち進みました。その時の錦織選手から、「勝

てない相手はもういない」と自信にあふれた言葉が聞かれました。

なんで、そんなに自信にあふれた言葉が言えるのだろうか？と思いましたが、大会後の

インタビューや記事を読んでみると、錦織選手についたマイケル・チャンコーチのアドバ

イスがあったようです。このコーチは、錦織選手の高いテニスの技術を認め、錦織選手に、

「自分に自信を持つこと」「自分を信じろ！君ならできる！」「Believe！Believe！You

can do it！」と言い続けたそうです。

もちろん、錦織選手も何も努力なしに、「負ける気がしません」などとは言えません。

徹底的にジュニアの選手がやるような基本的な練習を繰り返したそうです。そして、自分

自身でも「成功すること、できること」をイメージしながら練習し、勝ち進んだ試合を振

り返りながら、「勝てると思い込むこと」「よい方向へ自分を向け、できる」と思うことが

大きな壁を打ち破る原動力になったと話しています。

いつも「疲れたなぁ～」とか「いやだなぁ～」「めんどくさいなぁ～」などと思ってい

るとやる気は出ません。錦織選手は確かな目標を掲げ、それをみんなに具体的に言葉にし

て表すことで、自分自身のやる気や集中力を高めていったのだと思います。

私も１年の初めに目標を決めて、自分を信じ自信を持って取り組み、相手を信じ信頼し

て目標を達成して行きたいと思います。



１月の行事予定

７日（月）３学期始業式 １７日（木）小中音楽会（５年・吹部参加）

※１１：４０下校 習志野文化ホール

８日（火）席書会（全学年） １８日（金）市内書初め展覧会

給食開始 ※習志野市庁舎２４日まで

委員会活動 ２１日（月）クラブ活動

９日（水）身体測定（全学年） ２３日（水）お話会（２年）

１０日（木）登校指導 合同訪問前日準備

七中学区合同「１０００ヶ所 （５・６年６校時下校）

ミニ集会」６年参加 ２４日（木）県・市教委合同訪問

お話会（１年） ※１３：１０下校

１１日（金）幼小合同避難訓練（津波対応）２５日（金）とんぼセミナー（２年）

１３日（日）七草マラソン ２８日（月）朝の挨拶運動（～２月１日）

習志野市席書大会 新清掃分担打ち合わせ

１４日（月）成人の日 ２９日（火）習教研給食あり１４：１０下校

１５日（火）なかよし活動 クリーン運動（３年１組）

教育相談週間（～２５日） ３０日（水）長縄大会（業間～３校時）

校内書初め展（～１８日） 補習教室（１年）

クリーン運動（４年２組） ３１日（木）学力検査（全学年）

１６日（水）ロング昼休み とんぼセミナー中止（３～６年）

音楽集会（３年 ５年 吹部）

校内席書会があります
「校内席書会」が８日（火）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。書初めセットなどの忘れ物が無いよう、持ち物にはご注意いただきたいと思

います。

１５日（火）から１８日（金）までの放課後（４時３０分まで）に、「校内書き初め展」

として作品を廊下に展示します。参観自由としますので、子どもたちの力作をぜひご覧く

ださい。入賞作品には「学年代表」と「金色の紙」を貼ります。

毛筆の各学年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
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
今年から学年代表の児童は、１月１３日（日）に東部体育館にて行われる「習志野市席

書大会」に参加します。（該当する児童には、お手紙が出ます）大会参加児童の中から、

２０日（日）に特別賞が表彰されます。それらの作品は、１月１８日（金）から２４日（木）

（最終日は午後４時まで）まで習志野市庁舎グランドフロアーと１階展示コーナーで開か

れる習志野市「小中書き初め展」にて展示されます。



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年で最も寒い時期を迎えます。それにとも

な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。実際、

１２月中旬から感染性胃腸炎による欠席もありましたが、冬休み間近という

こともあり、校内で流行することはありませんでした。学校では手洗い・

うがいをしっかりさせていきたいと思います。また、教室の窓を時々開ける

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」

の徹底しかないとも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、突然流行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、準備をお願いいたします。

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

ションを大切にしていって欲しいと思います。

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。あいさつは、人間関

係を築く出発点です。親が自分からあいさつする姿を見せて、あいさつから受ける「気持

ちよさ」や「うれしさ」を子どもに伝えていきましょう。

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。

子どもと一日の出来事を楽しく話すなど、家族の会話を増やすことで家族の絆が深まり

ます。お互いに考えていることを話し合う時間を大切にしましょう。

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。

親子でふれあう機会を増やしましょう
親子で一緒に遊ぶ、食事をする、お風呂に入るなど、普段の生活の中でできるだけ親子

のふれあう時間を持つことを心がけましょう。時間は短くても、コミュニケーションをと

ることを意識しましょう。

また、家族の中のルールを決めておくことも大切なことです。「よその人に注意される

から」ではなく、「保護者である親として」お子さんに守ってほしいことを伝えてほしい

と思います。保護者の皆さんの「道徳観」を、お子さんの中で育てていってほしいと思い

ます。



上ばきの提供をお願いします
上ばき忘れのお子さんが時々見られます。通学用の外ばきを雑巾で拭いて使用すること

で対応していますが、子どもにとって「忘れ物をした」という意識が大きくなってしまい

ます。そこで、ご家庭にある「使わなくなった上ばき」をご提供いただき、学校で忘れた

子に使ってほしいと思います。職員室等に保管して、貸し出しをしたいと思います。

もし、ご家庭にありましたら、担任を通してご提供いただきますようお願いいたします。

市内の大会があります
１月１３日（日）に七草マラソンがあり、２月３日（日）には市民駅伝が七中会場で実

施されます。また、２月１０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。本校でも参加に向けて、練習を始めます。ぜひ応援してあげてください。

オリンピック・パラリンピック教育の一環として
１１月３０日（金）に 東洋大学 ライフデザイン学部

生活支援学科 准教授 八木 裕子 先生をお招きして、

１・２年生がアメリカ手話（Ａｓｌ）を教えていただき

障がいへの理解を深めました。簡単な英語とアメリカ手

話を知ることで、日本と外国の関係に目を向け、歴史や

伝統文化の違いについて知ることができました。また。

異なる文化とのコミュニケーションについて、学ぼうと

する気持ちをもつことができたと思います。

１２月１２日（水）には、筑波大学客員教授 江上

いずみ 先生をお招きして「グローバルスタンダードの

マナー」と「相手を思いやる心」を教えていただきま

した。元日本航空CAとして、自身の体験談などを交え

ながら「おもてなし」が心遣いだけでなく、行動や自ら

の立ち居振る舞いから相手に伝わることを学びました。

ふだん、友達への接し方にも共通していることを再認識

することができたと思います。

スマートフォン等にもマナーを
近年、子ども達がケータイ・スマートフォンを持つ割合が増えてきています。業者側で

フィルタリングの説明をすることが義務となっていますが、SNS やラインなどソフトの
面で簡単に接続できるものについては、そのブロックでは防ぎきれないものも多くありま

す。ご家庭内でルールを決め、お子さんのケータイ・スマートフォンを保護者が見ること

は「当然」であったり、時間を決めて使用したりするなどリスクを常に意識していってほ

しいと思います。実際、子ども達の人間関係が１日で変わってしまったことがあるなど、

持っていることで大変な思いをした事例もありました。便利な機械に振り回されることな

く、上手な活用をしていきたいものです。



学校だより 習志野市立秋津小学校
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節分・立春ってなに？ なぜ豆をまくの？

校 長 鈴 木 俊 哉

「節分や立春にはどんな意味や由来があるのか？」「立春の日はどのようにして定めら

れているのか？」「なぜ豆をまくのか？」少し考えてみましょう。

今年の立春は、２月４日（月）です。節分は立春の前日になります。毎年2月3日が節

分と思っている人が多いかと思いますが、それは間違いです。実は2月2日になったり2

月４日になったりします。

「節分の意味・由来」

節分とは季節の分かれ目という意味があり、季節が変わる前日のことを指します。ここ

でいう季節とは、『立春』『立夏』『立秋』『立冬』のことです。しかし、現代において節分

といえば、「豆まき」や「恵方巻き」を食べる日、『立春』の前日のみを指します。

これは昔、冬から春になるのを1年の始まりと考えており、今でいう『大晦日』のよう

に『明日から新しい年』というように特別な日と捉えられていたからです。

「立春の日にちはこうやって決まる」

立春はどのように定められているのでしょうか。それは、

地球と太陽の位置関係によって定められています。

地球は1年（３６５日）をかけて太陽の周りを1周しますが、

実際は３６５．２４日で1周します。そこで、４年に1度、

2月に２９日（うるう年）を設定し調整します。このため、

立春は若干変動することがあるのです。

「節分になぜ豆まきをするの」

昔は、季節の分かれ目には「邪気」が入りやすいと考えられており、古代中国では、

現在の大晦日にあたる節分には、旧年の厄や災難を祓い清める、鬼を追い払う邪気祓いの

行事がおこなわれていました。これが奈良時代に日本に伝わり、現在のような「豆まき」

の行事になったのは室町時代で、庶民にも広まったのは江戸時代のことです。ほかにも、

節分のならわしとして、ヒイラギの枝に刺したイワシの頭を玄関に立てておくものや

「恵方巻き」などがあります。

玄関にイワシの頭を立てるのは、ヒイラギのトゲが鬼を刺し、イワシの悪臭が鬼を追い

払うとされています。

このような話をご家庭でお子様と一緒にお話をされてはどうでしょう。

日本の風習のことや地球と太陽についてなど、いろいろな話の中に、子ども達は興味を持

ち、夢を持つことにつながるのではないでしょうか。



行 事 予 定

１日（金）幼保小なかよし発表会 １８日（月）クラブ活動（最終）３年見学

スクールカウンセラー勤務日 １９日（火）なかよし活動

２日（土）秋津幼稚園 閉園行事 ２１日（木）グリーン運動

３日（日）市民駅伝大会（２チーム参加） パートナー会議

４日（月）委員会活動 授業参観・懇談会

お話会３年 PTA役員会

５日（火）全校朝会 ２２日（金）スクールカウンセラー勤務日

６日（水）トップアスリートに学ぶ５年 ２３日（土）吹奏楽部とんぼコンサート

校外学習６年 ２５日（月）委員会活動最終日

７日（木）七中見学６年 ２６日（火）全校朝会

高齢者ふれあい給食２年 クリーン運動２年

８日（金）登校指導・安全点検日 ２７日（水）お話会４年

１０日（日）女子サッカー大会 とんぼセミナー１年

１１日（月）建国記念日 祝日 ２８日（木）第３回学校運営協議会

１２日（火）クリーン運動３－２ とんぼセミナー３～６年

お話会６年 幼保小なかよし学校探検

蔵書点検（～１４日） お話会５年

１３日（水）セカンドスクール(～１５日) ３月１日（金） ６年生を送る会

とんぼセミナー１年 ロング昼休み

１５日（金）とんぼセミナー２年

「授業参観・懇談会」があります
２月２１日（木）に授業参観・懇談会を行います。

日程は、ステップアップ懇談会１３：００～１３：３０

１～３年生 授業参観１３：４０～１４：２５

懇談会 １４：３０～１５：１０

４～６年生 授業参観１４：３０～１５：１５

懇談会 １５：２０～１６：００

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。

３月１日（金）「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１日（金）に予定しています。

３・４校時１０：３０より体育館で行います。詳細は追ってご連絡いたしますので、ぜひ

ご覧いただけますようお願いいたします。

校納金の引き落としがあります
２月１５日（金）に１年生、２５日（月）に５・６年生の校納金を引き落としさせてい

ただきます。詳細につきましては、各学年のお便り等にてお知らせいたします。本年度最

後の引き落としとなります。教材費の支払いいただいた後、会計内容を皆様に報告いたし

ますので、銀行口座ご確認をお願いいたします。



「小中書初め展覧会」が開催されました
１月８日（火）に校内席書会があり、３～６年の皆さんは体育館（写真左）で毛筆、

１・２年生は教室でフェルトペンで作品に取り組みました。冬休み中に練習した成果が表

れ、子ども達はみな力強い作品を仕上げることができました。校内で選ばれた中から学年

１人が、１月１３日（日）に東部体育館（写真中央）で市内書初め展に参加しました。

１月１８日（金）より１月２４日（木）まで習志野市庁舎にて「小中書初め展覧会」が

開催されました。本校から各学級の代表１０名の児童の作品が展示されました。（写真右）

みなさんの頑張りをたくさんの方が参観していました。

きれいな文字はなかなか書けませんが、丁寧な文字は今すぐ書くことができます。丁寧

に文字を書くことの延長が、きれいな文字となります。席書会だけでなく、丁寧に書く気

持をもち続けてほしいと思います。

音楽集会、市内小中音楽会がありました

≪校内音楽会≫

１月１６日（水）に音楽集会がありました。今回は市内小中音楽会を翌日に控えた

５年生と吹奏楽部、そして３年生が発表しました。みなさんとても上手に演奏し、歌うこ

とができました。

≪市内小中音楽会≫

１月１７日（木）に市内小中音楽会が行われました。すばらしい環境の習志野文化ホー

ルで演奏することができました。午後の部の開会式で吹奏楽部部長の菱田さんがしっかり

と開会の言葉を述べ、吹奏楽部の演奏となりました。中間部のゆったりとした音楽の流れ、

ハーモニーが心地よく響きました。５年生は、ソプラノとアルトの音色が美しく整い、歌

声をを合わせることができました。

≪とんぼコンサート≫

２月２３日（土）には、１４：００より体育館にて「とんぼコンサート」を予定してい

ます。詳しくは、追ってお知らせします。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。



インフルエンザが流行しています！
平成３１年１月１６日付けで、千葉県健康福祉部疾病対策課より「インフルエンザ警報」

が発令されました。本校においても、徐々に児童が感染し発症しております。本校では、

インフルエンザＡ型と診断される子どもが多くいました。しかし、市内他校区では、

Ａ・Ｂ型が混在しているとの情報もあります。

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、ご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

みを受け止めたとき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。保護者の皆様は、発症後２日間に加えて、治療開始後少なくとも２

日間は児童・未成年者を一人にしないようにしてください。

地域の皆さんにお世話になっています
１月１９日（土）より、コミュニティの皆さんによって、鳥

小屋の改修工事をしていただいています。てっぺんの風見鶏の

下の銅板が、長年の風雪によってはがれてきてしまっていまし

た。屋根の斜面が急で、足場を組んでの作業となっています。

昨年、住人の烏骨鶏さんが亡くなってしまって、空き家になっ

ていますが、きれいにしてくれています。

また、１月１７日（木）には「１年生に教えてあげよう会」

がありました。２年生がこれまで教えてもらってきたことを、

１年生に教える機会を持ちました。地域の皆さんが、そっとサ

ポートしてくださいました。１年生の目は、「作ってみたい」

とキラキラしていました。
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節目を大切に、そして成長を
校 長 鈴 木 俊 哉

間もなく啓蟄（けいちつ）「暖かくなり、生き物が土から出てくる時期」「カエルも冬眠

からお目覚め」を迎え、春暖を感じさせる時節になってきます。校庭にある木々の花芽も

春暖を待っているかのように膨らみが大きくなってきて

いるように感じます。今年の桜の開花は昨年よりは遅く、

残念ながら卒業式には間に合いそうにもありません。

しかし、違う花がいっぱい咲き誇っていることと思いま

す。

今年度も残すところ一ヶ月となりました。三月は子ど

も達にとって卒業や進級に際して、新たな夢や希望に向

けて胸を膨らませます。教師も子ども達と共に分かち合っていきたいと思います。

さて、誰にとっても、特に親にとっては自分の子どもが成長していくことはとても楽し

みなことです。しかも、我が子にはしっかりとした人間になってほしいと願っていること

でしょう。しっかりとした人間に育っていくには、自分の行為・行動を自分自身が責任を

負うことを承知する必要があります。

「あなたならどうする？」と問いかけ、満足する返答が戻ってきた時に、それを認め激

励していくこと。これを繰り返すことで子どもは満足感を持ち、責任を持つことを徐々に

身につけていきます。このことは学校教育においても同様です。授業中すぐに答えを求め

る子ども達がいますが、すぐに答えを教えることはとても簡単なことです。しかし、それ

では思考力・判断力はなかなか育っていきません。そうなると、いつも誰かに頼ってしま

う人間になってしまいます。やはり、自分で考え、自分で判断し、自分で決定することが、

とても大事なことです。そして、そこに大人の正しい支援（承認と激励）があってはじめ

て成長していきます。そういう面では秋津の子ども達は、保護者の皆様をはじめ地域の皆

様のご支援を頂きながら成長していると思っています。このような皆様方のご支援に感謝

を申し上げるとともに、次年度におきましても、子ども達や学校に引き続きのご支援・ご

協力を賜りますようお願い申し上げます。

この一年間、誠にありがとうございました。



☆行事予定☆

１日（金）６年生を送る会 １５日（金）卒業証書授与式

ロング昼休み １・２年 お別れ式

なかよし給食 9:20下校

２日（土）新習ふれ愛まつり ３年参加 ３～５年 11:30下校

３日（日）ならしの学校音楽祭 １６日（土）NBSスポーツまつり

４日（月）スクールカウンセラー勤務日 １８日（月）６年七中１日入学

５日（火）６年短縮開始 14:40下校 ２０日（水）給食終了

１年クリーン運動 大掃除日課14:10下校

８日（金）登校指導・安全点検日 ２１日（木）春分の日

１１日（月）短縮日課開始～１９日まで ２２日（金）修了式 11:40下校

14:10下校 スクールカウンセラー勤務日

体育館ワックスがけ ２９日（金）離任式 10:00頃下校

１３日（水）卒業式予行（３～６年参加） ４月５日（金） 平成３１年度始業式

１４日（木）卒業式前日準備 １１日（木） 平成３１年度入学式

１～３・６年 13:10下校 １５日（月） 第１回学級懇談会

４・５年 14:50下校 １９日（金） PTA総会 （３１年度分は予定です）

歯科医師会から保護者の皆様へ
習志野市歯科医師会会長名で、保護者の皆様にお知らせがまいりました。

学校にてフッ化物洗口を行っているとの理由で、かかりつけ歯科医での定期検診を中止

する事例が見受けられます。フッ化物洗口でのむし歯予防率は約40％と言われており、

歯の溝に詰め物をすること（シーラント）により、予防率は格段に跳ね上がります。

また、フッ化物洗口はむし歯の予防になりますが、歯肉炎、歯周炎の予防にはなりませ

んので、引き続きかかりつけ歯科医による定期検診を受けることをお奨めします。

市民駅伝・女子サッカー大会がありました
２月３日（日）に第七中学校を会場として、市民駅伝大会が

行われました。今年はコースがやや短縮され、七中の周りだけ

を走るわかりやすいコースでした。当日は天気も良く、風のな

い絶好のマラソン日和となりました。秋津小の子ども達も頑張

り、男子９位、女子４位と大健闘することができました。

２月１７日（日）には、女子サッカー大会が秋津サッカー場

で開催されました。１回戦は、大久保東小学校と対戦し、前半に挙げた１点を守り切り見

事勝利することができました。２回戦は、藤崎小学校に０－１

と惜敗してしまいましたが、３位となりました。懸命にボール

を追いかける姿は、「なでしこ魂」そのものでした。

寒い中、選手たちは１月から練習を始め、懸命に取り組んで

いました。「負けない心」「頑張る気持ち」は、後輩たちにも引

き継いでいってほしいと思っています。



５年生がセカンドスクールに行ってきました
２月１３日（水）から５年生が鹿野山セカンドスクールに行ってき

ました。天気予報では、１３・１５日ともに雪の予報でしたが、計画

したプログラムすべてに取り組むことができました。１日目の夜、望

遠鏡で見た月がとてもきれいでした。

(上左)大尽山の山頂で浅間神社の由来を聞きました。(上中)大尽山の急斜面にアタック。
(上右)食堂の風景「朝食中です」(中左)鹿野山神野寺の墓所、明空院からの房総丘陵の眺
め。(中中)鹿野山林道の１００万年前の地層の露頭、ここでお昼を食べました。(中右)キ
ャンドルサービスの燭台への点火、中央の子が女神さまです。(下左)レクでのゲームシー
ン「みんな新聞紙に乗っています」(下中)オリエンテーリングの植物の説明をしてくださ
っている岡本先生(下右)オリエンテーリングの植物についた荷札を探します。

吹奏楽部「とんぼコンサート」が盛況に終わりました
２月２３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。およそ１００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ました。

演奏もさることながら、卒業する６年生の「吹奏楽部の

色とりどりの思い出が私の宝物です。」と言う感動的な言

葉が、会場の皆さんの心を動かしていました。

顧問の砂押からは「子ども時代に得たものは、一生涯残

るものと考えています。吹奏楽部で得たものをどこかで生かし、今後の生活をより豊かな

ものにしていくことができれば幸いです。」とメッセージを伝えていました。

新４年生の体験入部は、３月になりましたらご案内いたします。



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。 （中略）

委 員

（１）委員は次の者をもって構成する。（中略） ⑨ 公募による委員･･･････４名以内

（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。


