
 

 

 

楽しい夏休みにするために 

生活指導主任 橘 いずみ 

 
１学期も残りわずかとなりました。保護者の皆様には日頃よりご支援ご協力をいただきまして、

ありがとうございます。 

さて、子どもたちが心待ちにしている夏休みがもうすぐ始まります。楽しい夏休みにするために

以下のことを提案させていただきます。どうぞ有意義にお過ごしください。 

 

た たくさん本を読もう！ 

   「本は心の栄養」「本は心の友」「本好きな子に勉強嫌いはいない」と言われています。長い休みに、

たくさんの本と出合ってほしいと思います。 

 

 の のんびり親子ふれあいタイム！ 

   海や山など遠くに出かけなくても、ちょっとした時間に親子でトランプや折り紙をしたり、おやつに

白玉を作ったり…など「親子で一緒に！」のんびり家で過ごす時間もいい思い出になります。 

 

し しっかりあいさつ！ 

   挨拶を交わすとお互いにいい気もちになります。家族や地域の方、親戚の方などとのつながりを大切

にしながらしっかり挨拶をしてほしいと思います。 

    

い いい朝、いい一日！ 

   「早起きは三文の徳」といいます。規則正しい生活で朝ごはんをしっかり食べると、やる気も増しま

す。朝の時間を有効に使うと、一日が有意義に過ごせます。 

 

 な なにか１つ体でチャレンジ！ 

   「○年生の夏に、逆上がりができた！」「○年生の夏に、りんごの皮むきができた！」など、 

何か一つ「体で覚えてできるようになった」という経験をし、自信をつけてほしいと思います。 

 

 つ つづけて働こう！ 

   家族の一員として家の仕事をすすんで引き受け、毎日責任をもって働いてほしいと思います。たまに

やるのではなく「続けて働く」ことがポイントです。「継続は力なり」です。 

 

 や やくそくを守ろう！ 

   学校のきまり、交通ルールはもちろんですが、お子様の成長に合わせて家庭のきまりも見直してみて

ください。親子でしっかり約束して安全に過ごしてください。 

 

 す すすんできたえよう！ 

   あさのラジオ体操や学校の水泳教室に進んで参加し、体をきたえてほしいと思います。夏休みの子ど

もたちは、「伸び盛り」「育ち盛り」です。すくすく育つように進んで運動をしましょう。 

 

 み みんなで地域の行事に参加しよう！ 

   ご家族や友だちと一緒に地域の行事に参加し、楽しい夏の思い出を作ってほしいと思います。 
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「音楽の魅力」                           音楽専科 千葉めぐみ 

 今年の学習発表会には、「音楽発表」があります。全部の学年が歌と合奏を発表するので、音楽科と

してはこれまでの学習の集大成ともいうべき一大行事となります。 

 発表までの流れをご紹介しますと、まず選曲をします。その学年の子どもたちの実態と心情に合う曲

を担任の先生方と選びます。歌詞に気持ちを込めて歌えるか、メロディーに心を揺さぶられるかが、決

めてとなります。次に合唱のパートを決めます。声量や声質、音色をブレンドしていく中で、途中でパ

ートを換えながらよりよい響きを求めていきます。 

合奏は先ず全パートのオーディションを行います。演奏技術はもちろんのこと、最後まで責任をもっ

て練習できるかどうかをみます。オーディション参加者全員を希望するパートに合格させてあげたいの

ですが、楽曲の構造上そうはいきませんので、担任の先生方と審査基準をもとに最終決定します。 

 ちょうど２年前の学習発表会では、中休みだけではなく昼休みや放課後も残って練習していた子ども

がいました。練習を人一倍努力することで音に違いがはっきりと確実に現れます。強弱やフレーズなど、

楽譜に書かれている音の背景まで考えて演奏すると、音そのものに奥深さや意味が感じられ、音がピッ

タリと合うのです。そこまで突き詰めることによって作曲家と気持ちが通い合い、音楽の本質にたどり

着けるような気がします。中にはある程度できた時点で練習をしないで遊ぶ子もいます。その子は、仲

間と一緒に努力や鍛錬することよりも自分が遊びたいことを優先したいのでしょう。授業中ならば必ず

声をかけます。できないなりに努力し続ける子もいて、出来たから遊びたい子もいる、それが学校です。

それぞれの児童が、それぞれの思いを音に表現して、それが音になる。音楽の魅力は一人一人の個性が

いっぱいつまったその一瞬だけの生涯の宝物なのです。 

 仲間と一緒に音を奏でる喜び、苦労、努力、いろいろな葛藤を乗り越えて、学年が一つになる日、そ

れが学習発表会音楽発表の部であり、最高のステージなのです。 

今月より、オーディションが始まります。 

 さまざまなドラマを乗り越えて奏でる音楽を、本番までの過程を、どうぞお楽しみに。 

 

 

「木工作 ６年」                         図工専科 石井 良子 

  図工科では、4 月から、小学校の木工作の集大成として、「動く動物」に取り組みました。香りの良

い杉板にふれて作りたい物を決めました。子どもたちは、「みんなと違う物を作りたい」「リスが作りた

い」「動かすのは、手と足だけですか？体も動かしていいですか？」思いついたことを言いながら、作

品のイメージも発想して想像力を働かせました。画用紙に作りたい物の絵を描きながら、「机の上に立

つかな」「曲線がきれいに切れるかな」「耳が動くようにしてもいいですか？」等、意欲的な意見をいい

ながら、楽しそうに描いていました。半年ぶりに電動糸鋸機の前に立ち、「刃は、クリスマスツリーの

向きに入れよう・・・・」「うまく、切れるかな」「下絵通りにきれるかな」とつぶやきしながら、切っ

ていきました。杉板を２枚貼りにして、体の形を切る、難しい作業ですが、４１人全員が、下絵通りに

切り終えて、手、足を動かしたり、机上に立てたり、満足そうに「動く動物」の完成を喜んでいました。

さすがに、工作好きな子どもたちは、「これで終わりですか」「もっと作りたい」という声も聞こえてき

たので、「動物の森」ように、発展させて作り進めることを話すと「やったー」という歓声の後、シナ

ベニヤ板で地面を作り、残った板で森を表現するために小さな動物、草原のデザインを考えて作り、鮮

やかな色で着色しました。小学校で最後の木工作の作品「動物の森」の完成です。６年生 ４１人のア

イデア、やる気、努力の結晶の作品になりました。 

 図工室では、子どもたちのつくりだす喜びを味わうように、色々な材料、用具を使い、創造的な技能

などの能力を身に付けていきたいと思います。 



 

                             ６年生は６月１日（月）から３日（水）まで、移

動教室で弓ヶ浜に行ってきました。３日間の

思い出を俳句・川柳にしました。        

                    

磯観察 アメフラシの卵 見つけたよ           

               仲間との 友情深まる 団結力サンドスキー 

黒船と ペリーを実際 見たかった 

サンドスキー 予想通りの 砂まみれ 

ナイトハイク みんなびびった 海の音 

たくさんの 人とふれあい 生活だ 

ナイトハイク 友をおどかし ごまんえつ 

言えたっけ ごちそうさまの 合図をね 

水中で くっつきあった ウニヒトデ 

               貝見るたび 楽しい思い出 浮かび出る 

海水と ワカメのにおい くさすぎる 

鳥ではなく 先生の声で 目をさます 

晴天に 恵まれた日の次 大雨だ 

今何時 みんなは何を してるかな 

強い気持ち 転びたくない 絶対に 

みんなでね 流した涙 忘れない 

楽しいが 帰って次の日 かぜひいた 

六年の 移動教室 思い出に 

疲れたな 明日のご飯は 何だろか  

 

弓ヶ浜 この思い出が 宝物 

ハイキング 海の匂いを なつかしむ 

三日間 思い出たくさん できたんだ  

  水族館 自分の夢に 近づけた 

動物とは 話せなくても 心は一つ  

マダコがね にゅるにゅるにゅるにゅる にげていく  

レク大会 おもしろ感動 つまってる  

改めて ぼくはほんとに 幸せだ 

三日間 いろいろ思い出 ありました 

  集団で あることを意識し 行動に  

  戸を開く 下田江戸湾 サスケハナ 

みんなでね 流した涙 忘れない 

友情が 気付けばそこに すぐそばに 

忘れない あの時の涙 永遠に 

弓ヶ浜 いろいろ体験 できたんだ 

楽しいよ みんなと過ごす 弓ヶ浜 

弓ヶ浜 最高の思い出 ありったけ 

たくさんの おもしろ生物 磯観察 

最後の夜 みんなの仲が 深まった 

レク大会 笑いと涙だ 最高だ 

学び合い みんなで一緒に 高め合う 

協力し 楽しく終えた 弓ヶ浜  

 

 

 



朝会・集会

1 水 学級

2 木 学級

3 金 学級

4 土
5 日

6 月 全校朝会

7 火 おはスポ

8 水

9 木 縦割り班

10 金

11 土

12 日

13 月 全校朝会

14 火 おはスポ

15 水

16 木 児童集会

17 金

18 土

19 日

20 月

21 火

22 水

23 木

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火

29 水

30 木

31 金

☆牛乳は毎日つきます。
※給食費引落日は6月8日(月)です。口座の残高をご確認下さい。

親子サマーキャンプ

夏季水泳指導⑦

夏季水泳指導⑤　夏季パワーアップ教室④

夏季水泳指導⑥　夏季パワーアップ教室⑤

夏季水泳指導④　夏季パワーアップ教室③

夏季水泳指導⑨

夏季水泳指導⑧

キムチチャーハン　野菜のナムル
キャベツと肉団子のスープ　ミルクゼリーピーチソース

ビビンバ　わかめスープ　焼きとうもろこし

麦ごはん　かみかみふりかけ　油揚げの春巻き
冬瓜スープ　大根のゆかり和え

麦ごはん　ジャンボ餃子の甘酢あんかけ
スティックきゅうり　ひじきスープ

冷やしきつねうどん　枝豆　どら焼き

　　すぎしカレンダー　7月

麦ごはん　さんまのかば焼き　野菜の煮物　冷汁

リザーブ・セレクト給食♪

夏野菜の中華丼　何でも千切りサラダ　すいか

手巻きずし　小松菜ともやしのおかか醤油和え
七夕汁　お星さまゼリー

手作りツナポテトパン　ゆで野菜とお豆のサラダ
トマトと卵のスープ

梅じゃこごはん　かぼちゃのコロッケ
ひじきの磯煮　糸寒天のごま酢和え

給食献立表

スパゲティミートソース　サウピカンサラダ　プラム

土曜授業　学期末補習授業

7月 行事

親子サマーキャンプ

夏季休業日始　夏季水泳指導①　個人面談始

夏季水泳指導②　夏季パワーアップ教室①

夏季水泳指導③　夏季パワーアップ教室②

富士学園移動教室始（5年）

富士学園移動教室（5年）
保護者会（3年1組、4年1組）
富士学園移動教室終（5年）保
護者会（1，2年）

終業式

全校朝会　委員会
ラジオ体操講習会（6年）

保護者会（5，6年）

保護者会（3年2組、4年2組）

小中一貫

全校朝会　給食運営協議会

児童集会　給食終


