
～ Odomari's atmosphere ～

さあ 充実した２学期に しましょう！ Ｂ＆Ｇ串良との交流
校長 奥園正和 活動実施！

８月２８日に串良
長い夏休みが終わり，２学期が始まりました。 の海洋少年団と交流
今まで静かだった校内に，真っ黒に日焼けした 活動をしました。大
子どもたちの元気な声が響き，学校らしい活気が 泊の子どもたちが先
戻ってきました。夏休み中大きな事故もなく，み 生役になって，ヨッ
んながそろって２学期の始業式を迎えられたこと トやカヌーの操作法
をうれしく思います。保護者はじめ校区の皆様の を教えました。日頃が
ご指導とご協力に心から感謝申し上げます。 んばっている成果が十
さて，この夏休み，どの子も時間的にも空間的 分に発揮されていまし
にもゆとりを得て，そのゆとりの中でしかでき得 た。
ない多くの貴重な体験をしたことと思います。お 串良の子どもたちに
父さんと船で漁に出かけた子，ブログの発表会で 感想を聞くと，「ヨッ
東京に出かけた子，海洋少年団の交流会で山川に トが楽しかった。」「ウ
出かけた子，留学制度に取り組む永水小学校の見 ニがとれてうれしかっ
学に出かけた子，姉妹都市交流行事に児童代表で た。また来たい。」と
出席した子などなど，一人一人がすばらしい体験 話していました。
をしました。その体験を通して，心も体も大きく いっしょに昼食の
成長したことでしょう。 バーベキューやかき
二学期は，学校生活の充実期です。９月６日の 氷を食べて，楽しい
校内水泳大会，１２日からの修学旅行，３０日の 一日を過
校区合同大運動会。１０月の町陸上記録会，１１ ごしまし
月の学習発表会，１２月の持久走大会と学校行事 た。
も数多くあります。ぜひ，夏休みに培った力と貴
重な体験を二学期の学校行事や学校生活に生か
し，さらに自分を成長させていってほしいと願っ 親子読書会を開催！
ています。 今回は講師の先生

に来ていただき，い
ろんなお話を聞かせ

気持ちのチェンジ！ ていただきました。

ポイントは これだ！ 特に郷土出身の絵
いよいよ２学期が始まりました。 本作家八島太郎の「か

①早寝早起きの努力をしましょう。 らすたろう」のお話
②新しい教科書をめくって読みましょう。 は，大変すばらしく
③縄跳びやかるいジョギングで体を動かそう。 子どもたちもじっと
④何でも食べて元気な気持ちで過ごしましょう。 聞き入っていました。

来年の八島太郎生
誕１００周年を前に
記念講演が９月１日
に中央公民
館で開催さ
れました。

生活目標：大きな声であいさつしよう！
：けじめのある生活をしよう！

あいさつ運動で校区のおじいちゃんおば
あちゃんも立哨指導をしていただきます
みんな元気なあいさつをしましょう。

保健目標：けがに注意し安全な生活を
送ろう！

運動会の練習も始まりますので，けがに
気をつけて走ったり跳んだりしましょう。
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家庭教育手帳「ワクワク子育て」より

「家事を手伝わせたら，
子どもがしっかりしてきた！」

子どもたちの自己中心的な言動や自立の遅れの背景
には，責任の考え方が身についていないことがありま
す。親としては知らず知らず甘やかしがちで「自分の
ことは自分でする」などのしつけがおろそかになりが
ちです。例えば，年齢に応じてお小遣いの額やお手伝
いなどの家庭内のルールを決め，子どもの成長に応じ
て責任と自立を促していくことが大事です。「自分の
欲しいものを自分のおこづかいで買う」経験は，子ど
もにとってかけがえのない体験になります。また，お
手伝いは生きていく上で最低限必要な家事を学ぶ第一
歩と言えます。買い物や整理整頓が自信になります。



子どもの安全を守 ９月の主な行事予定
って・・わたる君 日 曜 行 事 名

完成！ １ 土
交通量の増加ととも ２ 日

に子どもたちの登下校 ３ 月 始業式・あいさつ運動～ 14日
時の交通事故が心配に 運動会打合会（校区）
なっています。 ４ 火 いじめ問題を考える週間
そこで，ドライバー あいさつ運動立哨指導①

へ注意を呼びかける一助になればと，横断中を呼 ５ 水 クラブ活動
びかける看板を作成しま ６ 木 校内水泳大会・学級ＰＴＡ
した。 ７ 金 あいさつ運動立哨指導②

名前は「わたる君」で 町理科作品審査会

す。現在はロードパーク ８ 土
入り口の旧料金所前に設 ９ 日
置しましたが，効果があ 10 月 読書タイム
れば，今後増やしてみよ 11 火 あいさつ運動立哨指導③

うかと検討中です。 12 水 佐多地区小学校合同修学旅行
13 木 佐多地区小学校合同修学旅行

旧車庫撤去始まる 14 金 あいさつ運動立哨指導④

見通しの悪かったロ 15 土 南端まちづくり活動･PTA愛校作業 8 時～校庭
ードパーク入り口の旧 16 日 第一佐多中体育大会
車庫が解体されます。 17 月 敬老の日
子どもたちは近づかな 18 火 ＡＬＴ訪問（高）
いようご指導ください。 19 水 徳の日・習熟タイム

第２回校区心の教育推進委員会
20 木 仲良し音楽

新しいＡＬＴのモー 21 金 ｵｱｼｽﾀｲﾑ
ガン先生来校 22 土
カルフォルニアの紹 23 日 秋分の日

介をしてくださいまし 24 月 振替休日
た。やさしい先生です。 25 火 児童集会

26 水 習熟タイム
27 木 委員会活動

複式補助教員の前野先 28 金 秋季大運動会準備 14:10～
生着任 29 土 運動会準備（校区）
２学期の間３年生以上 30 日 校区合同大運動会
の学年を担当してくだ 1 月 振替休日
さいます。いっしょに
サッカーもされる元気 校区合同大運動会の
な先生です。 お知らせ！

全校児童の二学期のめあて紹介 ○期日 ９月３０日（日）
１年女子 いちりんしゃとハーモニカをがんばる ○時間 8:15～15:00
２年男子 にじゅうとびができるようになる ○場所 大泊小校庭
３年女子 算数・国語をがんばる ○色分け

運動会をがんばる。 尾波瀬（青），田尻（紫），大久保（白）
みさきマラソンをがんばる。 浜（赤），外之浦（黄），島泊（緑）

３年女子 漢字をたくさんおぼえる。 ○種目
３年男子 運動会をがんばる。 ・児童の徒競走
３年男子 算数がにがてだから算数をがんばる。 ・校区ダイヤメ競走
３年男子 漢字をいっぱい書けるようになりたい ・校区うまくとおして
４年男子 運動会でのこてきと一輪車演技をがん ・校区セーフティードライブ

ばりたい。 ・児童家族リレー
４年男子 漢字や算数をがんばりたい。 ・佐多音頭とフォークダンス
５年男子 いままで習った漢字をすべておぼえる ・児童一輪車演技
５年男子 水泳大会をがんばる ・校区実りの秋
５年女子 運動会をがんばる。 ・児童鼓笛隊
６年女子 漢字を得意になるようにがんばる。 ・中学生紅白リレー
６年女子 算数をなるべくおぼえる。 ・青壮年投げイカとい
６年女子 体育をがんばる。 ・地域対抗混成リレー などなど
６年男子 勉強をがんばる。とくに宿題。 校区一丸となって，運動会を盛り上げ楽しみ
みんな張り切っていますね。成長が楽しみです。ましょう。御参加をよろしくお願いします。


