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成長には栄養が必要です
校長

鈴木 一彦

９月１９日（水）のお話朝会で，「成長するためには、栄養が必要です。体・頭・心の栄養です。体
の栄養とは，食べること。好き嫌いなくよく食べて体に栄養を摂ること。バランスよく食べましょう。
頭の栄養とは，勉強すること。始業式でも話したように，なぜなんだろう？どうしてなんだろう？と疑
問を持ちながら学習すると，頭に栄養が溜まっていきます。
心の栄養とは，道徳の勉強から。友達が困っていたら，ゴミが落ちていたら，友達とけんかをしたら・・・
心が温かくなるような行いをすると，心が豊かになります。
体・頭・心の栄養をバランスよくとって，笑顔いっぱいの南材っ子になりましょう。」
と話しました。
１学期も残すところ，あと２週間となりました。１０月５日（金）には，第１学期の終業式を迎えま
す。残り２週間を充実した１日となるように，しっかりとまとめの指導に力を注いでいきたいと思いま
す。
また，９月３０日（日）に開催される『学区民運動会』に向けて，各学年部の練習にも熱が入ってき
ました。校庭や体育館には，音楽に合わせて踊る子供たちの元気なかけ声が響いています。地域と学校
が一体となって，笑顔がいっぱいの学区民運動会。１年生にとっては，初めての運動会。６年生にとっ
ては，小学校生活最後の運動会です。どうぞ，お誘い合ってご参加くださいますよう，よろしくお願い
いたします。
６日（土）から１０日（水）まで，秋休みになります。１学期を振り返り，実り多い秋となるように，
２学期のめあてを考えながら，安全に気をつけて過ごしてほしいと思います。

スポーツの秋到来！南材学区民大運動会
９月３０日（日）に，南材学区民大運動会が行われます。各学年部では，体育の授業で表現運動に取り組
んできました。練習の成果が発揮できるよう一生懸命に演技しますので，是非ご家族でご覧ください。他に
も下記のような種目に参加します。親子で一緒に出場する競技もありますので，よろしくお願いいたします。

３番

パンツで GO

親子で１つのデカパンに入って，転ばないように走ります。１年生は初めての運動会です。

８番

南材すずめ踊り（表現）

扇子を手にしたかわいいすずめたちが踊ります。１年生は２年生に教えてもらい，覚えました。

１ 番

台風の目

１本の長い棒を２家族４人で横並びに持ち，コーンを回転して次の走者にバトンタッチします。

６番

南材花笠（表現）

山形県に伝わる民舞「花笠」です。花のついた笠を手に，正調踊りとアレンジ踊りを繰り広げます。

７ 番 力をあわせて
親子で協力して大玉を転がす競技です。心と力を合わせて上手に大玉をリレーします。

15 番

南材ソーラン（表現）

黒い法被をなびかせて，力強く踊ります。迫力あふれる演技をご覧ください。

１

新しい職員の紹介！

教育実習があります！

○理科学習アシスタント
南家 瑞希（なんか みずき）

宮城教育大学の学生１名の教育実習があります。
１０月１５日（月）から１１月２日（金）までの
３週間，２年１組亀山志織学級での実習となります。
担当の学級・学年はもちろんのこと，全校の子供
たちと触れ合う機会を設定し，共に学び合い，高め
合えるようにしていきたいと考えております。

９月１２日（水）に着任いたしました。
主に５・６年生の理科学習支援を
担当いたします。

地域とともに。八軒中学校区

総合防災訓練

１０月２０日（土）に南材地区自主防災連合会との共催による地域の総合防災訓練を実施いたします。
火災や自然災害，その他非常災害発生による被害をできるだけ減らすために，地域全体での防災対策
をしっかり行うことをねらいとしています。
ぜひ積極的にご参加いただき，地域防災についての知識や技能を身に付けていただきたいと考えてお
ります。
詳細は，２１日（金）に配布しましたおたよりをご覧ください。
●日時：１０月２０日（土）８時～１２時４０分
●場所：八軒中学校並びに南材木町小学校（メイン会場は八軒中）
●その他：２０日（土）は登校日となります。振替休業日は２６日（金）です。

一斉メール，明日テスト送信します！
この時期，運動会や総合防災訓練など，一斉メール配信を行う場合があります。また，台風や大雨な
どの災害時にも，登下校に関する重要な情報や緊急情報を一斉メールでお知らせすることがあります。

そこで，明日２６日（水）９時頃にテスト送信をいたします。
正常に受信ができない場合には，担任もしくは教頭までご連絡ください。

入賞おめでとうございます！
平成３０年度仙台市小学校体育大会
・ソフトボール投げ男子
・走り高跳び女子

第９位
第３位

第６４回陸上記録会
５０ｍ６０
１ｍ２１

K.A.さん
M.K.さん

１４日（金）に行われた仙台市小学校体育大会第６４回陸上記録会には，６年生児童４７名が参加しました。各競
技をはじめ応援などに全力で取り組むことができました。保護者の皆様をはじめ多くの方々の励ましとご支援が力と
なり，当日の頑張りにつながりました。ありがとうございました。

平成３０年度 小学生夏休みバスの絵コンテスト
・東日本急行株式会社社長賞 １年
平成３０年度ＭＯＡ仙台児童作品展

S.Y.さん「にじのバス」

・書写の部 銀賞 １年 T.I.さん「にじ」
・絵画の部 金賞 1 年 T.I.さん「プロテニスプレーヤーをめざして」
平成３０年度宮城県健康な口腔とよい歯の幼稚園・学校表彰
・優秀学校 仙台市立南材木町小学校
２
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１０月の主な行事予定
日

曜

行事予定

１

月

振替休業日

２

火

読書タイム PTA 役員会・常任委員会

３

水

生活朝会

４

木

歌声タイム

５

金

第１学期終業式

６

土

理科作品展（～14 日）

７

日

８

月

体育の日

９

火

秋季休業日

体育館ウレタン塗装

10

水

秋季休業日

体育館ウレタン塗装

11

木

第２学期始業式

12

金

弁当持参日（全校）

13

土

体育館自由開放

14

日

15

月

ふれあいタイム

16

火

読書タイム

17

水

お話朝会

18

木

歌声タイム

３年仙台市音楽発表会（午後出演）

19

金

学びタイム

６年校外学習（天文台）

20

土

八軒中学校区総合防災訓練

21

日

若林区民ふるさとまつり

22

月

ふれあいタイム

23

火

読書タイム

24

水

４校時限

25

木

歌声タイム ALT(3/5/6 年) ２年校外学習（うみの杜水族館）

26

金

振替休業日

27

土

28

日

29

月

たてわり⑤

４・６年運動器検診

30

火

読書タイム

２年国語特別授業（風呂敷の授業）

31

水

音楽集会

４年 PTA 行事

委員会⑥ ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日

ALT(4/5/6 年) 理科学習ｱｼｽﾀﾝﾄ来校日
弁当持参日（全校）

教育実習＊２年１組（～11/2）

代表委員会

４年学校の森活動
５年脊柱側わん症検査・運動器健診

５年野外活動(泉ヶ岳)①

５年野外活動(泉ヶ岳)②
５年野外活動(泉ヶ岳)③

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日

クラブ⑥

３年外国語活動（大町さん）

１年中耳検査

６年スチューデント・シティ

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日

６年外国語（大町さん）花いっぱい運動
３

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日

西日本豪雨への義援金について
報道等でご存知のとおり，中国・四国など西日本地方を中心とする豪雨によって甚大な被害が出ております。
そこで，本校ＰＴＡで被災地支援をしたいと考えました。
つきましては，本校ＰＴＡ会計から５，０００円を，仙台市ＰＴＡ協議会を通して，被災した県または市のＰ
ＴＡ連合会に義援金として送らせていただきます。
趣旨についてご理解いただき，ご賛同くださいますようお願いいたします。

児童の携行品について
児童の携行品が過重になることで，身体の健やかな発達に影響が生じかねないという懸念があることから，
本校としては，以下のような取組と配慮をしていきます。
取組にご理解をいただくとともに，ご協力をくださいますようお願いいたします。なお，事情により，特
別な配慮が必要な場合は，担任までお申し出ください。
①長期休みの前後など，持ち物が多くなる時期には，子供たちの負担にならない重量や大きさのものを何日かに
分けて，計画的に持ち帰らせたり，持って来させたりする。
②上靴や体育着などについては，汚れや使用回数などに応じて持ち帰らせるようにする。
③学習予定に基づいて，必要な学習用具を持ってくるように連絡をする。
④学校での学習に関係のないものは持ってこないよう，改めて指導をする。
⑤家庭学習の取組や生活習慣への影響を考え，教科書やノートなどを学校に置いておくという対応は行わない。

児童・学校の安全対策等について
１９日未明，不審者により警察官の命が奪わるという事件がありました。それを受け，学校では，改めて
安全対策について検討し，適切な対応を行っております。
登下校の見守りやお声がけ，外出時の約束や防犯の合言葉「いかのおすし」の確認など，ご家庭におきま
してもご協力をお願いいたします。
なお，今回の事件の影響で，お子さんに不安な様子などが見られる場合には，遠慮なく学校にご相談くだ
さい。毎週水曜日はスクールカウンセラーが勤務しております。そちらもどうぞご活用ください。
【学校での取組】
①児童の登下校時，職員の出退勤時以外は，西門は閉門する。
②来校者に対して，来校者名簿への記名と「来校者」名札の着用を徹底する。
③職員による校地内巡視を適宜行う。
④登下校時以外は，昇降口の扉をきちんと閉める。
⑤学校防犯巡視員・仙台まもらいだー等へ，学区巡視強化を依頼する。
⑥自分の身を守る方法など，防犯や安全について，子供たちへ指導をする。

子供の登下校についてのお願い
先日，「登校時に子供を送迎している車が数台あり，校地内を歩行している子供と接触しそうな場面があ
り危険であった。」というお話をいただきました。本校では，渋滞緩和や歩行する子供の安全確保，歩くこ
とでの健康増進・体力向上などの観点から，登下校時に車で子供を送迎することはご遠慮いただいておりま
す。ご理解と協力をよろしくお願いいたします。
なお，怪我や体調不良など，特別な事情がある場合は配慮いたしますので，事前にご連絡ください。
４

