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子どもの力
校長 谷ヶ﨑 均
プールでは子ども達の歓声が上がっています。梅雨明けももうすぐではないで
しょうか。熱中症などには十分気をつけて過ごさせたいと思います。
さて、朝の「さわやかタイム」で、今は、長縄飛びと持
久走を行っています。梅雨時にしては珍しく、すでに４回
実施することができました。それも本校の校庭の水はけが
よいことの証だとありがたく感じています。私も子ども達
の中に入ってできるだけ一緒に身体を動かしていますが、
特に、持久走では私を跳ぶように追い越していく子どもが
たくさんいます。自らの運動不足を反省しつつも、子ども達の元気な様子を見て、
頼もしく感じたところです。
また、先日行われた硬筆展覧会では、ボランティアでご指導くださる先生のお
陰で、今年も素晴らしい成績を収めることができました。展示してある作品を学
校応援団の皆様が見てくださり、お褒めの言葉をいただきました。応援団の皆様
も地元の子ども達の活躍が嬉しくてならないご様子でした。
６月１２日には御高名なチェリストである渡部 宏先生をお迎えして、今年も
音楽鑑賞会を実施することができました。深みのある音色とお腹の底まで響いて
くる振動を初めて体験して私も感動しましたが、みずみずしい感性を持っている
小学６年生には尚更のことではなかったかと思いました。毎年いらしてくださる
渡部先生に深く感謝すると共に、その思いを大切にしてまいりたいと思っていま
す。その先生が、子ども達の「翼をください」の合唱をお聴きになって、涙ぐま
れているご様子を拝見して深い感銘を覚えました。
６月１８日には、「なのはなの里」（介護老人保健施設）での交流会を実施する
ことができました。この日は６年生全員がそれぞれ出し物を用意して、お年寄り
の前で発表しました。また、施設の窓ふきなどもやらせていただきました。発表
ではクイズやけん玉などの得意技を見ていただきましたが、お年寄りの中には涙
ぐまれている方もいて、子ども達にとっても、やり甲斐のある大変よい交流体験
になったのではないかと感謝しています。
様々な子ども達の活動は、地域や保護者の皆様のお支えで、さらに有意義な活
動になっています。先月は更にこの思いを強くした次第です。また、合わせて、
子ども達の活動は、それを支えてくださる多くの方々の力になっているのではな
いかとも感じました。今後も「一生懸命いっぱい」「思いやりいっぱい」「歌声い
っぱい」の姿を皆様方にご覧いただけるよう努力してまいります。どうぞ宜しく
お願いします。

算数の授業研究会で教師の指導力 UP を目指します。
本校では様々な学習の中でも，特に算数に力を入れ
て指導しています。そのため，定期的に外部指導者を
招いて，授業を参観していただき指導力の向上を目指
しています。6 月は 1 年生の
授業を職員全員で見合い，研
修しました。このことを通し
て，子どもたちの学習力を更に
向上させていきます。
今年もお世話になります。なのはなの里 交流会
毎年児童が楽しみにしている，なのはなの里との交
流会が始まりました。子どもたちは，福祉について学
習し，どんなことをすると高齢者の方たちは喜んでく
れるのかを事前に学習します。そして，交流会ではク
イズを出題したり，ボランティア活動として，窓掃除
などもしたりしています。

本物体験は心に残る最高の学習
今月もたくさんの体験的な学習ができました。毎年 6
年生が体験している，渡部 宏先生を招いての音楽
鑑賞教室，4 年生の社会科（水やごみの学習）で
の浄水場やごみ処理場の見学，全学年が取り組ん
だ交通安全教室。どの行事も有意義な学習になり
ました。
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あいさつ運動２年・主任児童委員民生委員学校訪問
２年校外学習【ザリガニ釣り】・着衣水泳６年
あいさつ運動２年・１年トウモロコシ皮むき体験
着衣水泳５年，
あいさつ運動２年，給食費集金日
第 1 回交通指導員・見守り隊連絡会
大掃除週間開始（１０日まで）委員会活動
イングリッシュタイム 小中連携英語
お話ポケット・GG 実行委員会
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特別日課 ３年邦楽鑑賞会
学校管理担当訪問
特別日課 第２回学校評議員会９：１０～
安全点検
特別日課 全校除草
特別支援学校巡回相談
特別日課（５・６年６時間授業）
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社会を明るくする町民の集い（エローラ）１３：３０～
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プール・サマースクール・ふれあいライブラリー
５年林間学校（日光方面）
学校集合７：１５
５年林間学校（日光方面）
５年林間学校（日光方面）
帰校予定１５：１０
プール・サマースクール・ふれあいライブラリー

３１

火

プール・サマースクール・ふれあいライブラリー

海の日
特別日課 給食終了 PTA 校内清掃 大掃除
特別日課３時間授業，一斉下校
１１：４０頃下校
終業式，３時間授業，１１：４５下校

プール・サマースクール・ふれあいライブラリー

【8・9 月のおもな予定】
９/３ 始業式・一斉下校 下校１１：３ ０～

８/1・２ プール・サ マースクール・ふれあいライブラリー

８/19 PTA 親子除草・環境整備7:00～

もうすぐ，夏休みを迎えます。子どもたちが事件や事故に遭わないよ
うに，地域の皆様にも，暖かい見守りをお願いいたします。

８/26 PTA親子除草・環境整備予備日
８/29・30 表札訪問（午前中）

９/４ 給食開始
９/５ 避難訓練
９/21 5 年社会科見学（自動車工場等）
９/26 松伏中学校ふれあいコンサート

小規模特認校 松伏町立金杉小学校
～町内全域から入学・通学が可能です～
小規模特認校制度とは

小規模特認校の紹介
学校名 松伏町立金杉小学校
所在地 松伏町大川戸３８５４
児童数 （平成３０年５月末現在）

少人数による教育のよ
さを生かし、特色ある教育
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活 動 を展 開す る小 規模校
で 教 育を 受け させ たいと
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２４（２）

３２

２９

１７９(５)

い う 保護 者の 希望 に応え
るとともに、小規模校の教
育 活 動の 一層 の活 性化を
図 る こと を目 的と する制
度です。
松伏町では、平成２９年
度 か ら金 杉小 学校 で始ま
りました。

入学・通学できる児童
児童が松伏町内に在住または在住予定であること。

入学・通学の条件
金杉小学校の通学区域外から入学・通学を希望するご家庭の保護者は、次の事項をす
べて満たすことが必要です。
１ 金杉小学校の教育活動に賛同すること。
２ 卒業まで通学できること。
３ 通学は金杉小学校と協議の上、保護者の負担と責任において行うこと。
４ 金杉小学校のＰＴＡ活動に賛同し協力すること。
なお、特認校制度による年度途中の通学区域外からの受入れは行いません。

学校見学
学校見学ができますので、お気軽に金杉小学校にお問い合わせください。
なお、１０月２５日（木）の学校公開、１０月２７日（土）の歌声発表会も見学が可
能です。

平成３１年度の募集について
募集児童数および申請方法等の詳細については、平成３０年 10 月頃に町ホームページ
や広報まつぶし等でお知らせします。

※（ ）は児童数のうち特認校制度を活用している児童数

～ 金杉小学校の特色ある教育活動について ～
１ 外国人語学指導助手（ＡＬＴ）の常時配置および日本人英語指導助手（ＪＡＥＴ）の
配置拡大による外国語（英語）活動の充実
平成２９年度からＡＬＴが常駐となり、日常的に英語が耳
に入る環境になりました。この他にも、①ＡＬＴ、ＪＡＥＴ
との十分な打ち合わせによる授業内容の充実 ②英語掲示
物等の充実による校内環境整備 ③ＡＬＴ、ＪＡＥＴの活
用による集会活動の設定など、様々な取り組みを実施して
います。
２ 教育支援員の手厚い配置によるきめ細やかな授業展開
教育支援員を手厚く配置して、学習や生活に対しきめ細
やかな指導を実施しています。特に算数科では、１つの学
級を２人の先生で指導するティームティーチングや１つの
学級を２つに分けて授業を行う少人数指導など、児童一人
一人に応じた授業展開が全学年で可能になりました。
授業中に先生に尋ねやすい環境をつくり、個に応じた細
やかな指導を展開することによって、児童に学ぶ喜びを実
感させています。
３ 放課後子ども教室の開設
４月～２月の週２回、地域の方の参画による学習活動や体験活動（ドッジボール・かるた等）を実
施しています。

お問い合わせ先：松伏町教育委員会 教育総務課 Tel 048-991-1864
金杉小学校 Tel 048-991-5000

