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感謝！そして，「早ね 早おき 朝ごはん」「あいさつ」 

校 長  丹治 重廣 
 例年そうですが，今年度も大きな行事を５～６月に実施しました。野外活動，蒲っ子リレー，修学旅行， 
とちのき・あすなろの合同宿泊学習，先日の土曜授業に合わせて実施した防災に関する学習と「防災訓練」，
そして，ＰＴＡ企画の学年行事や親子行事，更には，外部講師に来校いただいた出前授業，等々，本当に，
充実した教育活動ができたと，思います。無事に乗り切れたのは，やはり家庭，地域の皆様のご理解と様々
なご支援をいただいたことが，大きかったと心から感謝申し上げます。ありがとうございました。 
 さて，今年度の協働型学校評価の重点目標は，○「早ね 早起き 朝ごはん」の定着・推進，○「気持ちの
よいあいさつをしよう」です。数値目標は，これから子どもたちの実態調査や意識調査を行った上で，決め
ていく計画ですが，昨年度までの様々な統計資料，日常の様子からも，学校全体で大きな課題となっている
ことは，明らかのようです。また，この二つの目標を意識しながら目標を設定して取り組んでいくことが，
蒲小の子どもたちの現在の力を伸ばし，心や体を育て，将来，社会を支える大人へと健やかに成長していく
ものと信じています。 
 今回は，「早ね 早起き 朝ごはん」についてです。もちろん，諸説はありますが，文部科学省，そして，
全国協議会が進めている「早ね 早起き 朝ごはん運動」では，このように言っています。「子どもたちの健
やかな成長には，『早ね早起き朝ごはん』をはじめとした規則正しい生活習慣が大切で，近年，子どもたちの
生活習慣の乱れが学習意欲，体力，気力の低下の要因の一つとして指摘されている。そこで，家庭における
食事，睡眠などの乱れを個々の家庭や子どもの問題として見過ごすことなく，社会全体の問題として，子ど
もたちの基本的な生活習慣を確立させ，生活リズムの向上を図るための取組を推進していくことが必要。」 
例えば，朝食の摂取と学力・体力の関係では，「毎日食べている」子と「全く食べていない」子との差が明ら

かです。このような結果になる医学的な 
分析もされてきています。成長期の子
どもたちにとっては，食事と，（次回に
しますが）良質で適度な長さの睡眠，
適度な運動等が，全て関係しあっては
じめて健やかに成長できるのです。学
校だけでは難しい部分です。ぜひ，ま
ずは，ご家庭にもその大切さを理解い
ただき，連携して推進していくことが

できれば，と心から願っております。７月も，ご支援，ご協力何卒よろしくお願いいたします。今月も，「ブ
ログの毎日更新」を目指して発信していきたいと思います。ご覧いただければ，幸いです。 

７月の行事予定（ SC：ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日， OP:お話ﾎﾟｹｯﾄ来校日）  

月 火 水 木 金 土 日 

6/27        OP 28      SC 29 30 7/1 2 3 

2 年あいさつ運動 

弁当の日 

臨地実習最終日 

ＡＬＴ来校日 

キッズタイム④ 

クラブ活動④ 

耳鼻科検診 

運動会実委 18:00 視聴覚室 

2 年町探検 特支みんな仲良し

音楽交流会 

  

4   OP 5      SC 6 7 8 9 10 

1 年のみ４校時限 

委員会活動 

２年 P行事 

ＡＬＴ来校日 

6年 6校時限 

こがねさらさら 

子どもまつり前日準備 子どもまつり 

2 年居住地校交流 

 
 

11           OP 12 13 14 15 16 17 

1 年のみ４校時限 PTA 救命講習会 

4 年ブックトーク 

あいさつ運動 

クラブ活動 

2 年校外学習 

(若林図書館) 

   

18 19 20 21 22 23 24 

海の日 5 年子供体験プラザ 

ＡＬＴ来校 

お話朝会・給食最終日 

1･2年 4 校時限 

3～6 年 5校時限 

運動会実行委員会 

夏季休業日 

サマースクール 

カッパ水泳教室 

プール開放午後 

夏季休業日 

サマースクール 

カッパ水泳教室 

プール開放午後 

学校に泊

まろう会 

学校に泊

まろう会 

25 26 27 28 29 30 31 

夏季休業日 

プール開放 

個人面談① 

夏季休業日 

プール開放 

個人面談② 

夏季休業日 

プール開放 

個人面談③ 

夏季休業日 

プール開放 

個人面談④ 

夏季休業日 

プール開放 

個人面談⑤ 

  

 

全国学力・学習調査，体力・運動能力等調査 毎日食べている ポイントの差 全く食べていない 
国語Ａ【小６】 ７１．５ ←17.3→ ５４．２ 
国語Ｂ【小６】 ６７．３ ←23.1→ ４４．２ 
算数Ａ【小６】 ７６．７ ←18.3→ ５８．４ 
算数Ｂ【小６】 ４６．６ ←16.9→ ２９．７ 
体力合計点【小５男子】 ５４．２ ←4.4→ ４９．８ 
体力合計点【小５女子】 ５５．２ ←3.3→ ５１．９ 
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◆朝食の摂取と学力・体力の関係◆（Ｈ27 年度調査から） 



新しい職員の紹介 

☆ 小川 淳子（おがわ じゅんこ 給食パート） 

おいしい給食を作ります。 

☆ 菅原 茂 （すがわら しげる 初任研・初

任研担当後補充） 

３年３組担任の出張時等に，クラスに入って指

導します。 

☆ 鈴木 陸生（すずき りくお 学生ボランティア） 

主に 1年生のサポートをお願いしています。 

 よろしくお願いいたします！ 

学校地域合同防災訓練 

6/25(土)に，学校地域防災訓練が行われました。 

天候が心配されましたが，基礎訓練は校庭も使っ

て行うことができました。 

授業参観，避難訓練，基礎訓練，集合訓練，炊き

出し訓練，地区顔合わせ，一時避難所確認等，盛り

だくさんの訓練で，子供たちはよく頑張りました。

ご協力ありがとうございました！ 

 
授業参観！ 

 
消火訓練 

 
備蓄品の展示（中学生大活躍） 

 
救命救急訓練 

 
幼稚園の避難・引渡し訓練 

 
中学生の発表 

 

思い出に残る宿泊学習 

5年生の野外活動，6年生の修学旅行，特別支援学

級の宿泊学習と，3 つの宿泊学習があり，どれも事

故等なく無事に終えることができました。 

充実した内容で，子供たちは生き生きと活動して

いました。 

特に６年生にとっては，小学校生活最後の１年で

の，特別なイベントでもありました。修学旅行の２

日間で，一生忘れることのできない大切な思い出を

作ることができました。 

 
野外活動：晴天の中の登山！ 

 
野外活動：野外炊飯カレー作り 

 
修学旅行：赤べこの絵付け 

 
修学旅行：プール！ 

 
特支宿泊学習：花火 

 
特支宿泊学習：シャボン玉 

 

蒲っ子リレー大会 

６月２日(木)に，校庭で学年部ごとに蒲っ子リレ

ー大会が行われました。 

たくさんの保護者の皆様に，大きな声援をいただ

きながら，子供たちは一生懸命走りました！ 

  
 

学校関係者評価委員会 

６月７日(火)に，学校関係者評価委員会を開催し

ました。中学校の清野校長先生，児童館の白幡館長

先生，学校評議員の皆様，ＰＴＡ会長様をはじめと

する役員の皆様から，今年度の学校運営や，協働型

学校目標についてのご意見を頂戴しました。また，

授業を参観していただいたり，子供たちと一緒に給

食を食べていただいたりしました。 
貴重なご意見をたくさんいただきましたので，今

後にしっかり生かしていきたいと思います。ありが

とうございました。 

 
委員会の様子です 

 
子供たちと一緒に給食！ 

 

 子供たちの安全確保を！ 

学校付近の交差点に信号ができましたが，交通

量は増え続けており，放課後や休日の事故，自転

車等での事故も心配です。学校でも指導を繰り返

しておりますが，ご家庭でも交通安全についてお

声がけ等お願いいたします。 

＜重要＞ 遊びの約束について 

○ 家人が不在のお家には入らないこと 

○ マンションの駐車場等で遊ばないこと 

○ 自分の物は身に付けて確実に管理すること 

○ 子供だけで，物やお金の貸し借り，おごる・

おごられる等はしないこと 

お子さんと話し合って，ご確認ください！ 

最 近 の 蒲 町 小 学 校 は・・・ 

 


