
花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年７月１５日 №３２

菊の苗と鈴虫をいただきました

上の写真は、一人一鉢の菊の苗植えを指導してくださった吉浜まちづくり協議会のみなさんが全
校児童に菊の苗を分けてくださることになり、希望する子どもたちが苗をもらっている場面です。
下の写真は、地域の方で鈴虫を育てている方がみえ、その方が生活科で生き物を飼っていた２年生
の子どもたちに分けてくださることになり、希望する子どもたちがもってきた入れ物に、鈴虫や餌
のキャベツを入れているところです。（よしのめ学級の子どもたちが作業を手伝ってくれました。）
地域の皆さんの温かいご支援を大変ありがたく思っています。
本校の教育目標の一つ、「子どもたちが地域の一員として自立した大人に成長していくよう、地

域を愛する心や地域の皆さんに感謝する心、ふるさとに誇りに思う気持ちを育むこと」があります。
例えば、吉浜の地域に代々受け継がれている菊の栽培や細工人形作りなどの活動があり、子どもた
ちは総合的な学習の時間などで、これらのことを学んでいます。学習をとおして、子どもたちには
地域に伝わる活動のよさや価値、それらを伝えようと努力している地域の皆さんの思いや願いを感
じとってほしいと思っています。｢よいまちはよい学校を育てる｣｢よい学校がよいまちをつくる｣と
言われます。地域の皆さんが学校を支え、学校は地域づくりの核になるということです。今後も地
域の皆さんの協力を得て、協働して学校づくりを進めていきます。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年７月２０日 №３３

よくがんばった旧１学期
いよいよ新年度がスタートしたと思っていましたが、早いもので明日から夏休みです。今日は、

「旧１学期」最後の全校集会を行いました。コロナ対策のため現在もリモートで行っています。
私からは下のような話をさせていただきました。現在はリモートによる実施のため、子どもたち

の反応が分からずやりにくさを感じることもありますが、担任の先生が子どもの様子を教えてくれ
たり、子どもたちが感想を伝えてくれたりすることもあります。「観る」の話もその一つです。

おはようございます。早いもので、新しい学年になって４か月が経ちましたね。５月と６月の
全校集会で、先生からお願いしたことを覚えていますか。１つが、「目と耳と心で聴く」ことで
した。この漢字（聴）の「聴き方」をしてくださいとお願いをしました。もう一つが勉強の時に
は、「意識してしっかりとみること」でした。「みる」という漢字の話はしませんでしたが、あ
の後、３年生の子が、「観る」はどうでしょうかと話しに来てくれました。この「観る」は「観
察」の「観」です。「アサガオや生き物を観察するようにしっかり観る」と考えたそうです。先
生の話を、目と耳と心で聴いたからこそ、「みる」の漢字はどんな漢字かと考えることができた
のだと思います。また、先生は時々みんなの授業の様子を見させてもらっています。先生のお話、
友達の意見をしっかりと聴く姿が教室に広まっていて、とても嬉しく思っています。みんなの大
きな成長の一つです。

さて、今日は、「感謝する」というお話をします。皆さんは、授業の終わりに、「ありがとう
ございました」と言っていますね。みんなの「ありがとうございました」はとても気持ちがよく、
聴いていると先生も元気が出てきます。ところで、この「ありがとうございました」は感謝を表
す言葉ですが、皆さんは誰に言っていますか。
教えてくださった先生はもちろんだと思いますが、いろんな意見を聴かせてくれて一緒に勉強

してくれたクラスの仲間、そして、頑張って勉強できた自分などに言っているのではないかと思
います。ひょっとすると、あんまり考えずにただ元気よく声を出している子もいるのでしょうか。
その言葉に感謝の気持ちを込めて、あいさつをしてほしいと思っています。

いよいよ明日からは夏休みです。夏休みに大切にしてほしいものが３つあります。「１つ目
命・二つ目 時間・三つ目 家族や友達」です。

では命を大切にするとはどうすればいいのでしょうか。危険なことをしたり、危険な場所に行
ったりしないこと。交通ルールを守ること。早寝早起き朝ご飯などを心がけること、好き嫌いを
せずに何でも食べること、運動をして健康な身体をつくることなども、命を大切にすることです
よね。皆さんも考えてみてください。

次に、時間を大切にするとはどうすればいいのでしょうか。勉強をする時間、起きる時間、寝
る時間、家に帰る時間などを守ること。夏休みにしかできないことに時間を使うことも、時間を
大切にするということですよね。

最後に、家族や友達を大切にするとはどうすればいいのでしょうか。
家族のお手伝いをすること、弟や妹に勉強を教えてあげること、友達
が間違ったことをしそうになったら勇気を出して止めてあげることも
友達を大切にすることですよね。

夏休みに大切にするもの３つ。覚えましたか？ 家に帰るとおうちの人が、「夏休みに大切に
するもの３つ」って何？って聞くかもしれません。しっかり覚えて帰り、おうちの人とお話しし
てくださいね。
皆さんと次に会うのは８月１日の全校出校日です。元気な皆さんと会えることを楽しみにして

います。よい夏休みにしてくださいね。

旧１学期中に、子どもたちの素敵な言葉や姿をたくさん目にしました。可能な限り学校だよりで
紹介させていただいたとおりですが、子どもたちの「聴く力」が高まりを見せつつあることを特に
嬉しく思っています。今日は、夏休みに大切にするもの３つは何かを、ご家庭の皆さんがきくかも
しれないと話しました。ぜひきいていただき、「よく聴いていたね」と褒めてあげてください。そ
して、旧１学期中にできるようになったことや、夏休みの過ごし方についても、お子さんと話題に
していただけるとと思います。よい夏休みをお過ごしください。最後になりましたが、これまで本
校の教育活動にご理解とご支援をいただき、本当にありがとうございました。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年８月２４日 №３４

１ 夏休みも残り７日間となりました
早いもので夏休みもあと7日間となりました。夏休みに入るちょうどそのタイミングで新型コロ

ナウイルス感染症が再び猛威を振るい、感染が急速に拡大してきました。皆様いかがお過ごしでし
ょうか。本日は全校出校日で、蝉の声しか聞こえなかった学校に、子どもたちの元気な声が戻って
きました。子どもたちのその表情からは充実した夏休みを送ることができたのだということがよく
分かりました。あと１週間、しっかりと体調を整え、９月からの学校再開に向けて気持ちを高めて
いあただけるとありがたいです。
本日は、吉浜小学校の子どもたちの活躍の様子を紹介します。

☆Ｔぽーと「父の日の似顔絵」 ☆スポーツで活躍している皆さん
（７月２２日「たんぽぽニュース」より）

賞 学級 氏 名

ドミー賞 ４の２ 佐藤愛花さん

美味遊賞 ２の１ 森 由奈さん

ﾌｧﾝﾀｼﾞｯｸﾗﾝﾄﾞ賞 ５の３ 遠山明莉さん

三洋堂書店賞 １の４ 山口奏太さん

買い取りわかば賞 ６の１ 由良水瀬さん

ほぐし屋賞 １の３ アレシャケイコさん

curves賞 １の３ 大西莉央さん

吉小防犯リーダー「こっこキッズ」

吉浜まち教、碧南警察、学校が吉浜地区から
犯罪がなくなるよう、学区をパトロールしたり、
見回りをしたりします。（応募してくれた皆さん
です）

学 級 氏 名

４の２ 中川 晴登さん

４の３ 山本 光優さん ２ 民間プールを活用した水泳の授業
夏の暑い季節にプールに入ることが子どもたちの楽し

５の２ 杉浦 永真さん みの一つでしたが、ここ2年は新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため水泳の授業を実施することができません

５の２ 林 尚広さん でした。今年はやっと入れると思った矢先、プール施設の
不具合が発覚しました。今年度も水泳の授業を中止しな

５の１ 上村 梨紗さん ければならないのか…。そんな中、他校（翼小、高浜中を除
く）が行っている「民間のプール（コパン）を活用した水泳

５の３ 阿部 龍斗さん の授業」を本校でも実施できるよう市及び市教委に検討
いただいておりましたが、7月に行われた市議会臨時会で

６の１ 山下 泰史さん 補正予算が成立し、正式に実施できることになりました。通
常とは違う時期で、学年によって実施時期も異なる水泳の

６の２ 神谷 拓杜さん 授業となりますが、よろしくお願いいたします。市及び市教
委のご配慮に感謝します。



花咲く明日を ～ 吉浜小学校だより ～
高浜市立吉浜小学校
令和４年９月１日 №３５

○○の秋
楽しかった夏休みも終わり、今日から学校が始まりました。久しぶりに見る子どもたちは、夏

休み前に見ていた子どもたちに比べちょっぴりたくましさを感じさせてくれます。身体はもちろん、
元気よくあいさつをして校門を通っていくその姿から、夏休みの間、宿題や学習、お手伝いなど、
自分の行うべきことをしっかりやり切ったという充実感を味わっているように感じました。子ども
たちの夏休みが、自分を高める成長の場となるよう支援をしていただき、ありがとうございました。
本日の全校集会では下のような話をさせていただきました。

おはようございます。４２日、６週間の夏休みが終わりました。夏休み中、学校では蝉の鳴く
声しか聞こえませんでしたが、今日はみなさんの元気いっぱいの声が聞こえ、学校に活気が戻っ
てきました。大きなけがや事故もなく、みなさんがまた元気よく学校に来ることができ、とても
嬉しく思っています。

さて、夏休みに入る前に、「３つのものを大切に」というお話をしました。覚えていますか。
「命・時間・家族、友達」でしたね。大切にできたでしょうか。夏休みは終わってしまいました
が、この３つは引き続き大切にしてくださいね。

今日から９月です。まだまだ暑い日が続いていますが、暦の上ではもう秋なのです。８月７日
が、「立秋」と言って秋の始まりの日になっています。秋と言えば、「スポーツの秋、読書の秋、
芸術の秋、食欲の秋…」などといろいろ言われます。聞いたことがありますか。みなさんにとっ
てはどんな秋でしょうか。

先生も考えてみましたよ。それは、『「か・き・く・け・こ」の秋』です。みなさんにお願い
したいことを入れました。
「か」は、「考える秋」です。勉強では、それぞれの学習課題についてしっかり考えます。も

ちろん勉強だけではなく、周りの人、友達や家族や先生、地域の人などの気持ちもしっかり考え
られる優しい子になってください。
「き」は、「菊の花を咲かせる秋」です。３年生以上の子は、地域の方に協力をいただき、菊

を育てていますね。夏を超えた菊の様子はどうだったでしょうか。立派な花が咲くようお世話を
頑張ってください。１、２年生の子は菊は育てていませんが、畑の野菜など、大きく育ててくだ
さいね。
「く」は、「苦しさを乗り越える秋」です。学校は楽しいところではあるけれど、苦しいとき

に歯を食いしばって頑張る経験をするところでもあると思っています。苦しさにもいろいろあっ
て、今後行う持久走のように身体の苦しさもあれば、心の苦しさもあります。「勉強が分からな
い、学校に行きたくない、友達とけんかになってしまった」などが心の苦しさでしょう。心の苦
しさはない方がいいですが、誰にでも苦しく感じる時がやはりあるものです。そういった時に、
なんとか乗り越えようと努力したり、逃げないで解決しようと努力したりできるみなさんであっ
てほしいです。降り続いた雨も必ずやみ、太陽が輝く日がきます。苦しさを乗り越えたその向こ
うにはきっと、今よりももっと成長したみなさんがいるはずです。
「け」は、「健康の秋」です。新型コロナウイルスに負けないように感染対策をしっかりやっ

ていきましょう。よく食べてよく眠って心も身体も健康でいられるといいですね。
最後に、「こ」です。「困っている人に手を差し伸べる秋」です。吉浜小学校のみんながすで

にしっかりやっていることですよね。引き続きみんなで助け合って、支え合って学校生活を送る
ことができる吉浜小学校を目指しましょう。

これから冬休みまで、スポーツ大会やコパンでの水泳の授業、修学旅行や遠足など、楽しい行
事もたくさんあります。新型コロナウイルスが全国的に拡大していますが、毎日の検温、健康観
察、マスク着用、手洗いなど当たり前の感染対策をしっかりとしていけば防ぐことはできるはず
です。充実した日々を送りましょうね。
（＊出産休暇に入る廣濵真理子先生に代わって3年3組に入る松本美都里先生の紹介をしました）

みなさんのご家庭の「○○の秋」はどんな秋でしょうか。お子さんの考えを聞きながら、ご家族
の皆さんのお考えをぜひ、お子さんに聞かせてあげていただきたいと思っています。
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こどもアンケートより
先日、すぐーるで、「令和4年度吉浜小学校４～6年生こどもアンケート結果」についてお知らせ

しました。このアンケートには、記述で回答してもらった項目があります。「学級や仲間の素敵な
ところ」について書いてもらいました。子どもたちはよく見ているなあと感心しました。その一部
を紹介します。

・先手のあいさつができる。
・地域の人にもあいさつしていてすごい。
・笑顔、ありがとうがたくさんある。
・学級や学年の目標に向かい進んで行動している。
・チャイム着席（チャイム前着席）ができている。
・授業の時間になると、「席に座るよ」と声をかけているところ。
・みんなが掃除を頑張っているのが素敵だと思います。
・ゴミを見つけたら拾うことができる。
・みんなのことを考えて行動できる人がたくさんいる。
・優しい子、強い子、怖い子、面白い子、いろいろ個性のある子がたく
さんいて、普段強い子は、影では優しい子だったりして、楽しいクラ
スです。
・このクラスは、ひとりはみんなのために、みんなはひとりのためにゆ
ずりあったり、思いやったり出来るのがすてきだと思います。
・僕はみんなが楽しく授業ができたり、たくさんの意見を安心して言
い、ぐんぐん成長できるのが素敵だと思います。これからもこの素敵
さを大事にしていきたいです。
・学級委員じゃなくても、何かあったらみんな自分からクラスの子に
教えてあげてて責任感がある。個人個人が個性的でどんな時もみ
んなで支え合っていて素敵だなと思います。
・みんな相手のために行動できる。お手伝いをしてあげられる。
・優しくて、大変そうだったら、「手伝おうか」と聞いてくれる。
・分からなかったり、聞きたいことがあって友達に聞くと、優しく教えて
くれる。
・どんなときでもみんなで支え合っている。他の人の意見をみんなが
理解しているのがすてきだなと、思います。
・自分の意見を自信をもって発表しているところ。
・みんなの意見に賛成したり反対したり自分の意見を出せていて素
敵だと思います。
・譲り合いが多く、譲ってもらったらありがとうと言っているところ。
・間違った行動をしている人に優しく教えているところ。
・みんなでダメなことを話して、解決策を考えることができる。
・挙手が多く、放課と授業の切り替えができているところ。
・意見を発表している人が多いこと。
・一人一人がクラスのことを考えて行動しているところ。
・相手の意見を聞いた時、なるほどと言ったり、うなずいたりしている
子がいる。
・困っている人に寄り添うことができるところ。クラスで泣いてる子や
困っている事があったらすぐ(大丈夫？)と声をかけたり、先生にすぐ
相談したりする子がたくさんいるからとてもすてきだと思います。
・たくさん発言できる所、優しい所、我慢強い所、元気な所、誰かの為
に挑戦できる所、誰かの為に行動できる所、よく食べるところ。
・みんなとしっかり交流していてたくさんの人たちと話せてとても楽し
い学級で素敵だなと思います。

2日金曜日に地震を想定した避難訓練を行いました。上靴のまま運動場に避難をしましたので、教室に戻
る時、砂を落として入るのですが、どうしても廊下が汚れます。それに気づいた６年生の子どもたちが自主的
に廊下や階段の掃除をしてくれていました。誰に言われたからというのではなく、状況に気づき、このままはよ
くないと考え、率先して行動する、素敵な場面でした。
下級生に自ら手本を示してくれる上級生がいること、そして、それをしっかりと見ていて学んでいく子どもた

ちが吉浜小学校にはたくさんいます。子どものよさをたくさん見つけて、認め励ましてあげたいですね。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年９月７日 №３７

１ 毎日のありがとう

９月に入り、蝉の声に代わって虫の声が大きくなってきました。東門付近でひっそりと咲くアサガオを見つ
けました。どのような経緯でこの場所に咲いたのかわかりませんが、写真のように花を咲かせておりました。
花壇の花のようにいつもみんなに見てもらい、「きれいだ」と言ってもらえるような花もありますが、このアサガ
オはおそらく誰にも気づかれもせず咲いているのではないかと感じました。
子どもたちは子どもたちなりに日々、一生懸命生活しています。やはり自分なりに頑張ったこと、一生懸命

やったことは、認めてもらいたいはずです。しかし、すべてを分かってもらえるかというと決してそうではありま
せん。ご家族の皆さんも教員も子どものがんばっていることをできるだけ捉え、認めたり、「ありがとう」と言っ
たりすることができるといいなあといつも思っています。
やってみえるご家庭もあるかもしれませんが、例えばこんなことはどうでしょうか。毎日、最低でも１回は、

「ありがとう（認め励ます言葉）」を子どもに伝えるのです。毎日伝えるという意識でいると、そういった目で
子どもを捉えることができます。今までに気づけなかった子どものがんばりなどに気づくことができるというこ
とがよくあるものです。毎日、１回のありがとう、ぜひ取り組んでいただけたらと思います。学校でも子どもた
ちのがんばりを、しっかりと捉え、伝えていきます。

２ ２年生だって
本日、台風の影響でしょうか、朝から強い風が吹いていました。そんな中、正門にいた私のとこ

ろに２年生の女の子が慌てた様子でやってきました。額には汗がにじんでおり、走ってきたようで
した。そして、「１年生の子の帽子が風で飛ばされちゃった」と言うのです。どこにいってしまっ
たのか分からなくなり、１年生の子が困っているのでいっしょに探してほしいと言うのです。さっ
そくその子たちといっしょに通学路を戻り、帽子を見つけることができました。親切な方が通りに
あるアパートのフェンスにかけておいてくださったようです。
帽子を探しながら分かったことがありました。２年生の子は、「飛ばされた帽子を追って走ると

危険」というお話を思い出し、無理に追ってはいけないと１年生の子を止めたようです。今年に入
っても、以前お知らせしましたように帽子を見送らなければならない時もあるという話（以下の囲
みを参照）を各教室でしてもらっていました。ご家庭でも話していただくようお願いしましたが、
こういったことが小さな２年生の子にもちゃんと記憶に残っていて、しっかりと行動していること
に感心しました。

今回は小さな浅い水路でしたが、ちょうど7月1日から7月7日が、「河川水難事故防止週間」
でもありますので、水難事故の危険性については子どもたちに伝えていきます。今回の件で言え
ば、帽子を自分で安全に拾うことができるのか、できないのかを判断し、これは危険だからと、
帽子を見送るという選択も必要です。小さな小学生には難しいことではありますが、考えてほし
いことですよね。こちらもご家庭で話題にしていただけたらと思います。

＜令和４年７月５日吉浜小学校だよりNo.２９より＞

小学校２年生と言えば、まだまだ小さく、どちらかといえば上級生に気にかけてもらっている存
在だと思っていました。しかし、１年生にとっては立派なお兄さん・お姉さんで、２年生からすれ
ば、１年生を助け、導いてあげる存在だと感じているようでした。
上級生が、自ら手本を示すなどのすてきな姿を見せるなど、下級生をリードする姿を嬉しく思う

こと、前号でも記しましたが、それは低学年の子たちにも広まりつつあるように感じました。吉浜
小学校の文化が創られつつあるように思います。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年９月８日 №３８

１ 礼儀ビンゴキャンペーン
児童会の企画で、「礼儀・ビンゴキャンペーン」が始まります。9月12日（月）から9月16日（金）

の1週間です。実施に向けて、児童会の子どもたちが各学級を回り説明をしているところです。ル
ールは以下のとおりです。

①以下のビンゴカードと12迷宮カードを各クラスに配付する。
②ビンゴのマスに書いてある内容を学級の半分以上の人が達成できるようにがんばって取り組
む。

③10ビンゴ達成できるように取り組み、ビンゴの数をカードに記入する。
④１ビンゴ達成するごとに、12迷宮カードの付箋一枚ずつ剥がしていく。
⑤付箋を剥がしたら見える12迷宮の問題を解いて児童会に提出する。

児童会の子どもたちが吉浜
小学校のみんなのもっとよく
したいところを一生懸命考え
ました。そして、「心をこめ
てありがとう」「積極的にあ
いさつ」「チャイム前着席」「み
んなの話をしっかり聞く」「一
生けん命そうじ」「放課から
授業の切りかえ」の６つに絞
り、ビンゴゲームやクイズを
解くという楽しみも加えて企
画してくれました。
各クラスでの取組が楽しみ

です。

２ 職場体験学習
高浜中学校の職場体験学習

が始まっています。昨日９月
７日から９日までの３日間で
す。３名の教員志望の生徒が
来てくれました。短い期間で
すが、この職場体験学習で多
くを学び、夢を叶えてくれる
ことを期待しています。（ ）
は配属学級です。
☆高浜中２年
石川優衣さん（１の１）
山内日陽さん（５の１）
山本七美さん（４の１）



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年９月９日 №３９

十五夜

職員室前の廊下の黒板に今月のイラストが描かれました。この季節にぴったりな十五夜を表現し
たイラストです。素敵なイラストが描かれたと思っていたら、また翌日にも担当の子どもたちは書
き加えをしていて、さらに素敵な作品に仕上がりました。そして、この吉浜小学校だよりを出す前
にもう一度黒板を見てみたら、木の葉が増えていたり、うさぎの目や耳が赤くなっていたり、すす
きの穂が仕上げられているなど、多くの変更がありました。納得がいくまで描いてくれたようです。
素敵なイラストを描いてくれた皆さん、本当にありがとうございました。
今年の十五夜は９月１０日（旧暦８月１５日）です。ちなみに十五夜は毎年決まった日にちはな

く、年によって変わっています。例えば、令和３年は９月２１日でした。令和５年は９月２９日だ
そうです。これは、月の満ち欠けを基準にしていた旧暦と、太陽の動きを基準にした新暦では１年
の長さが異なるため、十五夜の旧暦８月１５日が新暦で言う決まった日にちにはならないというこ
とによるものです。
さて、今年の９月１０日は土曜日のため学校はお休みです。

そこで、本日９日に、十五夜にちなんだ給食を実施しました。
写真のメニューです。「十五夜」のことを、「芋名月（いもめ
いげつ）」と言うことがあります。この時期がちょうど里芋の
収穫時期であり、収穫した里芋を供え、お月見をしたことか
らこの名がついたと言われています。そんなわけで、本日の
給食は、「いもっこじる」「うさぎ形おろしハンバーグ」「お月
見ゼリー」というメニューになりました。新型コロナウイル
ス感染症に気をつけながら、子どもたちはおいしそうに食べ
ていました。

☆給食委員会から
明日9月10日は「中秋の名月、十五夜」です。十五夜には、お団子やすすき、秋に収穫できる

作物などをお供えして、きれいな月を眺めながら収穫に感謝する行事です。秋に収穫される物に、
お芋が多いことから十五夜は、「芋名月」とも呼ばれます。そこで、今日の給食では、里芋を入
れた「いもっこじる」が出ます。また、うさぎの形をした「おろしハンバーグ」と「お月見ゼリ
ー」も出ます。明日は土曜日なので、晴れていたらゆっくり月を眺めてみるのもいいですね。

（昼の放送にて：5年4組 杉浦陸斗さん、久世朋愛さん）

お月見など、日本の昔ながらの風習もだんだん忘れ去られてしまうのかなと感じることもありま
すが、子どもたちには日本の伝統や文化・風習を伝えていきたいと思っています。
明日はお月様を見ることができるでしょうか。ご家族で、定番の月見団子をいただきながら名月

を観賞してみてはいかがでしょうか。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年９月１５日 №４０

スポーツの秋
先週末、「スポーツの秋」らしいスポーツイベントが行われました。土曜日には、令和５年１月

に開催される「愛知万博メモリアル第１５回愛知県市町村対抗駅伝競走大会」に出場する高浜代表
チーム選手の選考会が行われました。この日は気温が高く、心配でしたが、１７時開催であったた
め走りやすい状態に向かいつつはありました。本校からは、５年生の内藤陽向さん、６年生の堀大
河さんが参加（写真がなくすみません）しました。苦しそうな様子を見せながらもしっかり走り切
り、二人とも上位でゴールしました。９月１日の全校朝会で話した「苦しさを乗り越える秋」を一
つ達成したのではないかと思います。よくがんばりました。お疲れ様でした。
続いて日曜日、本校ＰＴＡソフトボールクラブの皆さんが、感染対策に注意し行われた「高浜市

スローピッチソフトボール大会」に参加をされました。

リーグ戦のうちの１試合でしたが、７回表までで１－９
のスコア。絶体絶命の大ピンチです。しかし、その裏にな
んと９点を取り、見事、勝利を収めました。
７回裏の攻撃に入る時に、選手の皆さんは少しもあきら

めてなく、「ワンチャンあるよ」などの声が飛び交うなど、
勝つ気満々でした。「信は力なり」と言われますが、まさ
にそのとおりの結果になりました。大会開催に当たっては
苦労もあったように思いますが思い出に残る大会になりま
した。お疲れ様でした。

さて、学校ではスポーツ大会に向けて各学年が動き出そうとしているところです。２年生の子ど
もたちは放課にスポーツ大会で披露するダンスを見せてくれました。見てほしくて仕方がないとい
った様子でした。
一方、６年生の子どもたちは長い放課を使って練習を始めています。各学級ごとに実行委員を募

り、その子たちが演技の内容（技）を考えていました。今後、それぞれのクラスの実行委員が考え
た演技について話し合いながら６年生としての演技を創っていくそうです。

このような６年生の様子は、下級生にも気になるようで、写真
のように扉の外から見ていたり、中に入って真ん前から見せても
らったりしている子もいました。こうして上級生から影響を受け
成長していくのですね。
私が子どもの頃、運動会ではとにかく美しい演技を見せること

に力が注がれており、演技を自分たちで考えたり、創ったりとい
うことはありませんでした。決められた演技をひたすら練習、練
習でした。それに比べ、子どもたち自らが演技を練り上げるとこ
ろからスタートしている６年生。スポーツ大会に向けての意欲の
高まりはもちろん、将来、自立した大人として生きていく力は、
昔に比べて何倍も身についていくのではと感じてます。
スポーツ大会当日を楽しみにしていてください。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年９月１６日 №４１

１ 各キャンペーン実施
今週１週間、児童会「礼儀・ビンゴキャンペーン」、生活委員会「けが０キャンペーン」が実施

されました。「礼儀・ビンゴキャンペーン」では、各学級で頑張って取り組む様子が見られました。
「心をこめてありがとう」「積極的にあいさつ」「チャイム前着席」「みんなの話をしっかり聞く」
「一生けん命そうじ」「放課から授業の切りかえ」が目標で、基本的に各学級での取組になると思
っていましたが、児童会の子どもたちは、自作のたすきを着用して正門に立ってあいさつをしたり、
昼の放送で呼びかけたりするなど、キャンペーン期間も全校の子どもたちをリードする姿を見せて
くれました。「児童会としてこういった企画をしましたので、クラスでがんばってください」とい
うところまではよくある話ですが、あわせて児童会の子たちが動いて、盛り立てていこうとする姿
をあまり見ることがなく、本校児童会の取組を感心して見ておりました。

一方、生活委員会では、同じ週に、「けが０キャンペーン」に取り組みました。放課に自作のた
すきを掛け、校内を巡回し、「走らないよ」など、注意を呼びかけてくれました。保健室から前日

にけがが多かった場所を聞き、昼の放送で注意を呼びかけたり、パトロールの場所にしたりしてい
ました。けが０というわけにはなかなかなりませんが、子どもたちの、「気をつけなくちゃ」とい
う気持ちを高めることはできたのではないかと思います。
子どもたちがそれぞれの立場で、学校をよりよくするために取組を重ねています。大変ありがた

いことです。取り組む上級生の姿を、下級生は見ています。そして、「私たちも！」という気持ち
になっていくと信じています。

２ 交通安全ポスター
夏休みの課題で、交通安全ポスターに取り組んでくれた子の中から次の皆さんの作品が選出され、

展示されることになりました。お時間がありましたら足を運んでみてください。

□展示期間：９月１６日（金）～１０月２日（日）
場 所：Ｔぽーと２階展示場

：１の４ 本間大翔さん ２の２ 杉浦那月さん ３の３ 矢野 奏さん
４の３ 野々山侑花さん ５の２ 武内咲希さん ６の１ 木村思結さん

（吉浜小関係分）


