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今日から授業日数７９日間の第２学期がスタートします！ 
                              第１９代校長 藤 﨑 顕 孝 

 8 月 28 日で３９日間の夏休みも終わり、29 日から７９日間の２学期がスタートします。夏休みの成果が発揮

される充実した２学期となるよう頑張っていきましょう。 

 さて、２学期から見直しをすることがあります。それは、学年だよりの発行です。学年だよりについては、これ

までＢ４版見開きで作成していたものを６月号からＡ４版に様式を見直しました。９月からは、月初めの学校だ

よりの内容を学年だよりの内容に統合したものになるよう作成することで廃止することとしました。 

 具体的には、その月の学習内容についてお知らせすること、月行事計画も学校行事と学年行事に分けてお知ら

せすることで学年だよりの内容を反映できると考えています。子どもたちと向き合う時間を増やすこと、授業準

備の時間をしっかり確保することを目指した学校における働き方改革の一環として実施していくものです。どう

ぞご理解賜りますようお願いいたします。 

 なお、教科の学習内容によって特別に準備していただくものもお知らせしていましたが、そういう準備がある

場合は、学年ごとにメール配信で該当の学年にお知らせしていきますのでよろしくお願いします。 

グランドの草とのたたかい！ 

 わたしの通勤経路には菖蒲東小・騎西種足小・川里共和小がありま

す。３校に共通することは、去年以上にグランドの草が多いというこ

とです。予想するに、今年は梅雨明けが早く，しかも梅雨明け後の連

続した猛暑日のため、グランドで遊ぶことを制限され、草刈りをした

くても熱中症の心配から実施できなかったという悪循環が考えられ

ます。しかし、その３校と比べても比較にならないくらい本校のグラ

ンドは写真のように一面に草が生い茂っています。去年の夏休み明け

も同じようになってしまいました。 

 その最大の要因は水はけが悪いこと。これまで勤務した小・中学校

では、草が生える場所は、築山や敷地の縁、校舎や体育館の周辺等、限られた範囲でした。ましてやグランドのト

ラックの中にまで草が生えるような経験がありませんでした。これでも１学期中に学校敷地内を４周草刈りして

いても夏の終わりにはこういう状況になってしまうため、根本的な改善が必要と感じました。 

 そこで、８月２３日に教育委員会の施設担当の方に現状を見ていただきました。３月に一部変更された適正規

模・適正配置に関する基本方針を踏まえても今後１５年間はこのグランドで教育活動を行います。また、管理し

ていなければ写真のように草の生えやすいグランドになってしまっているため、統合後の学校敷地の利用を考え

た場合、利用しにくい状況になっているのではないかということをお伝えしました。なお、９月１０日（土）に保

護者並びに地域の方に協力していただき、グランドの除草作業を計画しています。 

 

夏休み中の子どもたちや学校の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林間学校に行きました！ 

５年生が 7/21-22 日に那須・日光での林間学校を行いました。

登山をしたり、那須どうぶつ王国で SDG’s 講習を受けたりして

たくさんの体験や学びのある２日間でした。家庭を離れて助け

合い・励ましあって乗り越えたその姿に子どもたちの大きな成

長を感じました。 

 

 

 

 

学校を美しく 

職員作業で廊下と階段をきれいにしました。まずは

強力剥離剤を廊下一面にまき、黒ずみをポリッシャ

ーで念入りにはがし、水洗いや水拭きをしました。

その結果、光り輝くようにきれいになりました。 

夏休み中も校内研修を行いました 

空中写真を手に入れる方法や ICT活用方法の研修を

行いました。羽生市内の様子を俯瞰図で観察した

り、タブレット端末の活用について学んだりしなが

ら、楽しく学びました。子どもたちの学びが深くな

る機能を授業で活用する予定です。全教職員で研修

に力を入れながら、この暑い夏を過ごしました。 ご協力ありがとうございます。 

“届けよう、服のチカラ”プロジェクト：着なくなった子ども服

を回収して、難民の方々など世界中で服を本当に必要としてい

る人々に届ける活動です。1 学期間でそれぞれ 1箱ずつ集まりま

した。２学期も引き続き、ご協力ください。 

次の３つのカテゴリーで集めています。 

①ベビー用（60～100cm） 

②キッズ用（110～160cm）秋冬用（半袖・半ズボン） 

③キッズ用（110～160cm）春夏用（長袖・長ズボン） 

 

新しい 2人の先生を紹介します 

新井泰子先生：8月 25日より茂見先生の代替として勤務して

いただきます。担当教科は図工（3-6年）家庭科（6年）外国

語・英語（全学年） 

鳥越人美先生：新井先生に代わり介助員の先生をしていただ

きます。 

どうぞ、よろしくお願いします。 

夏休み中の宿題提出 

８月２５日（木）、２６日（金）の両日、宿題の提出

日でした。久しぶりに登校した子どもたちは、元気

いっぱいでした。また、担任の先生を見つけるやい

なや夏休みの思い出を勢いよく話しかける子もい

ました。宿題提出のご協力いただきましてありがと

うございます。 



9月の行事計画及び下校時刻 9月の各学年学習計画 

[第１学年] 

国語 こえにだしてよもう  ききたいな、ともだちのはなし  

たのしいな、ことばあそび  やくそく 

 

算数 わかりやすく せいりしよう １０より おおきいかず  

なんじ なんじはん 

生活 いきものとなかよし 

音楽 どれみと なかよく なろう 

図工 できたらいいなこんなこと  ふわふわ ゴー 

 

体育 表現遊び  走の運動遊び 

[第２学年] 

国語 雨のうた ことばでみちあんない かん字のひろば 

どうぶつ園のじゅういことばあそびをしよう なかま

のことばとかん字 
算数 計算の しかたを くふうしよう ひっ算の しかたを 

考えよう 

生活 やさいをしゅうかくしよう まちのひとの話を聞こう 

音楽 「虫の こえ  リズムを かさねて 楽しもう 
図工 こんにちは、むぎゅたん   

大きくそだて、びっくりやさい 
体育 表現遊び  走の運動遊び 

[第３学年] 

国語 わたしと小鳥とすずと 夕日がせなかをおしてくる  

山小屋で三日間すごすなら  ポスターを読もう  へ

んとつくり ローマ字 
算数 10000 より大きい数を調べよう  

大きい数のかけ算のしかたを考えよう 

社会  人々の仕事とわたしたちのくらし  

理科  実ができたよ 
音楽  拍のながれにのってリズムを かんじとろう 
図工  にじんで広がる色の世界 

体育  かけっこ・リレー  表現運動 

外国語 What do you like? 何がすき？ 

総合  わが町「羽生を知ろう」 

[第４学年] 

国語 忘れもの ぼくは川 あなたなら，どう言う パンフ

レットを読もう いろいろな意味をもつ言葉 漢字の広

場３ 

算数 わり算の筆算を考えよう 

社会 自然災害からくらしを守る 

理科 月や星 すずしくなると 

音楽 せんりつのとくちょうを感じ取ろう 

図工 へんてこ山の物語 

体育 高跳び かけっこ・リレー 

外国語 Do you have a pen? おすすめの文房具 セットをつくろう 

総合 様々な人とともに生きよう 

[第５学年] 

国語 どちらを選びますか 新聞を読もう 敬語 たずねびと 

算数 図形の角を調べよう 整数の性質を調べよう   

社会 水産業のさかんな地域 これからの食料生産とわたしたち 

理科 実や種子のでき方 

音楽 和音の移り変わりを 感じ取ろう 

図工 あったらいい町、どんな町 

体育 短距離走・リレー 表現運動 

家庭 持続可能な暮らしへ 物やお金の使い方 

外国語 He can bake bread well. 

総合 食べ物の旅（稲） 林間学校を振り返ろう 

[第６学年] 

国語 利用案内を読もう 熟語の成り立ち やまなし 
算数 形が同じで大きさがちがう図形を調べよう［拡大図と

縮図］ 円の面積の求め方を考えよう［円の面積］ 

社会 貴族のくらし 武士の世の中へ 
理科 てこのしくみとはたらき 

音楽 いろいろな和音のひびきを感じ取ろう 

図工 ゆらゆら、どきどき カット、ペタッと、すてきな形 

体育 走り幅跳び・ハードル走 表現運動 

家庭 生活を豊かにソーイング 

外国語 Summer Vacations in the Ｗorld. 

総合 修学旅行に向けて 

  学校行事 学年行事 下校時刻 

1 木 給食開始・ 身体測定（低） 1-2 年 14:15 3-6 年 15:05 

2 金 避難訓練・委員会活動 身体測定（高） 1-3 年 14:15 4-6 年 15:05 

3 土    

4 日    

5 月 教育相談日  1-2 年 14:15 3-6 年 15:05 

6 火 校長講話   1-2 年 14:15 3-6 年 15:05 

7 水  LINE ワークショップ（４～６年） 1-3 年 14:15 4-6 年 15:05 

8 木  巻心ECOプロジェクト出前授業（４～６年） 1-2 年 14:15 3-6 年 15:05 

9 金 登校指導・さわやか ５年生社会科見学 1-3 年 14:15 4,6 年 15:05 

5 年 16:20 

10 土 資源回収  PTA除草 ウチドク   

11 日 ウチドク   

12 月 研修 読み聞かせ（低） 1-2 年 14:15 3-6 年 15:05 

13 火   1-2 年 14:15 3-6 年 15:05 

14 水 クラブ活動  1-3 年 14:15 4-6 年 15:05 

15 木 二小タイム・研修  1-2 年 14:15 3-6 年 15:05 

16 金 校内授業研究会 ５時間授業 ５年脊柱側彎検診 全学年 14:15 

17 土 資源回収予備日   

18 日    

19 月 敬老の日   

20 火 校内郷土を描く会審査 第 2 回学校運営協議会  1-2 年 14:15 3-6 年 15:05 

21 水 児童会・クラブ活動  1-3 年 14:15 4-6 年 15:05 

22 木 研修 ４年生社会科見学 1-2 年 14:15 3-6 年 15:05 

4 年 16:00 

23 金 秋分の日   

24 土    

25 日    

26 月 研修 校内郷土を描く展覧会(～30 日)  1-2 年 14:15 3-6 年 15:05 

27 火  サントリー水育授業（５年） 1-2 年 14:15 3-6 年 15:05 

28 水 クラブ活動  1-3 年 14:15 4-6 年 15:05 

29 木 
児童会・職員会議 

３年社会科見学 1-2 年 14:15 4-6 年 15:05 

3 年 15:20 

30 金 さわやか  1-3 年 14:15 4-6 年 15:05 

     

1 土    

2 日    

3 月 教育相談日  1-2 年 14:15 3-6 年 15:05 

10 月 

9 月 

本校の HP 

ご覧ください！ 



 


