苫小牧市立日新小学校
清新の気をもち

創造性豊かで

主体的に行動できる子の育成

日新だよ

●

自分で考え
すすんで学ぶ子
● 力を合わせ
思いやりのある子
PTA ふれあい委員会の皆様方が精魂込めて
● たくましく
作った学校花壇が、学校花壇コンクールで優秀
最後までやりぬく子

明るい笑顔と元気な挨拶の毎日 賞に選ばれました。なんと、６年連続です。

第９号 平成２７年１１月２５日発行
今年は雨の日が多く花の成長にも影響しまし

家庭学習で力をつける！
１１月２４日から１２月７日まで全校で家庭
学習の取り組みをしています。
ですので、
家庭学習の習慣がついている子は、
自分で自分の力を伸ばしたり、弱いところを補
うことが可能です。学力の定着、向上には欠か
すことの出来ないものなのです。
①家庭学習は毎日欠かさずさせましょう
宿題のない時でも復習を中心に、ドリルなど自
主的に学習する習慣をつけさせましょう。
②家庭学習は、学年×10 分間集中して行う
短時間で集中して学習することが長続きのこ
つ。長い時間だらだらさせるのは逆効果です。
③学習環境を整えましょう
静かに学習できる環境づくりは親の役目です。
④子どものがんばりを認めてあげましょう
ほめられるとうれしいものです。大いにほめた
り励ましたりしましょう。
⑤生活リズムを整えましょう
早寝・早起き・朝ご飯という規則正しい生活習
慣こそ学習する土台です。

ふれあいコンサート

地域とのふれあい標語優秀作品

「いじめはね した人は忘れるが
やられた人はわすれられない」
六年

「ポイ捨てを 許す心を 捨てようか」
六年

１１月７日（土）に明倫中学校で「ふれあいコ
ンサート」が開かれました。例年、本校の３年生
が主演して、歌や器楽などを披露します。今年は、
１０月に行われた学習発表会での歌やボディーパ
ーカッションなどを披露しました。学習発表会で
みせた歌や踊りを見事に再現してくれました。場
内からも大きな拍手をいただきました。
この「ふれあいコンサート」では標語の表彰式
があり、今年度は６年の２人が表彰を受けました。
おめでとうございます。

たが、丹念にお世話をしてくださったお陰で、
左記の５点について、保護者の皆様方のご協力
とても綺麗な花壇になりました。また、雨の日
をお願いいたします。
※後日、
「家庭学習のノートの廊下掲示」に関す
に作業をしてくだ
る保護者向け文書を配布します。子ども達の
さった方もいらっ
家庭学習で手本となるものを廊下掲示しま
しゃいました。ふれ
す。そちらもご参考下さい。
あい委員のみなさま、
図書寄贈ありがとうございます
トヨタ自動車北海道㈱様より 25 万円相当
本当にご苦労さまで
の図書の寄贈があり、11 月 10 日には本校校
した。
長室にてその寄贈式が行われました。児童
会より執行部の
さん、図書委員長の
さんも出席し、お礼の言葉を述べ
ました。
また、
「学校花壇コンクール」で本校は優
秀賞を受賞し、副賞として図書券 7000 円を
いただきました。その図書券で学校図書を
購入させていただきました。
ありがとうございました。
兄弟学級交流
11 月 13 日（木）の３・4 時間目に兄弟学
級交流を行ないました。縦割り学級で交流を
おこなうこの取り組み、1 年と 6 年、2 年と
5 年、3 年と 4 年がそれぞれ集まり、交流を
深めました。高学年は低学年を慈しみ、低学
年は高学年を信頼する。このような関係が築
かれる礎となったことでしょう。

「苫小牧市小・中学校保護者向け一斉メー
ル配信システム」登録のお願い
保護者向け文書等でお知らせ致しており
ますが、１２月１日より上記システムが導入
されることとなります。現在、本校では７割
程度の方々が登録されています。緊急時の対
応等をスムーズに行うためには、より多くの
方々の登録が必要です。まだ登録をされてい
ない場合は、早めの登録をお願いいたしま
す。なお、本校独自の安心メールは１１月３
０日をもちまして利用停止とする予定です。

11 月 5 日（木）の中休み・昼休みフレンドリ
ールームにて読み聞かせサークル「おはなしや」
の皆さんによる読み聞かせがありました。
耳からそして目からも楽める、とても有意義な
時間でした。子ど
も達の表情からも
それが伝わってき
ました。
サークルの皆さ
んには、このよう
な素晴らしい機会
を毎回設けていた
だき、感謝いたし
ます。
これからもよろ
しくお願いします。

12/21 クリーンデー！
12 月 21 日（月）は第 2 回目の「クリーンデ
ー」です。学級によっては、参加者が少なく、
少し寂しいクリーンデーとなっています。多く
の方々のご参加、ご協力をお願いいたします。
12：45〜13：10 は学級の
子ども達と教室を中心の掃
除、13：15〜13：45 は特別
教室の掃除となっておりま
す。

■ 市民文化祭教育美術展
【入 賞】 １年
小田島 蒼 来 船 水 瑶 心
２年
齋藤 悠希 佐藤 成美
鎌田 優奈
３年
田 中 凛 菊 地 茉莉衣
５年
及川 咲彩 設楽 実佑
■市民文化祭小中学生書道展で市長賞を受賞した、
６年池田彩愛の作品が、教育委員会の教育委員の部
屋に掲示されています。
■第３９回秋季ミニバスケットボール大会
【男子 準優勝】 日新小ミニバス同好会
【女子 ３ 位】 日新小ミニバス同好会

こころの授業
１７日（火）に６年生は道徳の授業で「ここ
ろの授業」を行いました。
（昨年までは「いのち
の授業」という名前でした）
。
講師として樹木医の後藤暁子氏をお招きして
木々の大切さや重要性をなどについて話をして
いただきました。
木々にもいのち
が宿っているこ
とを再認識した
児童も多くいた
のではないでし
ょうか。

■
【準優勝】
苫小牧選抜ブルー
※日新小児童も出場
■第 47 回苫小牧地区水泳選手権大会
11〜12 才 女子 200ｍメドレー 【２位】溝 渕 亜 美
11〜12 才 女子 50ｍバタフライ【２位】溝 渕 亜 美

十二月 の 予 定

1 日（火）・児童会
10 日（木）・B 日課（評価日）
11 日（金）・B 日課（評価日）
・家庭学習の取り組み(〜７日)
2 日（水）・読書タイム
14 日（月）・
・書き初め教室(４年)
3 日（木）・フッ化洗口
16 日（水）・読書タイム
・PTA 役員選考委員会②
・交通安全教室 こすもす④
・
・書き初め教室(５年)
4 日（金）・全校の集い③④
・B 日課
17 日（木）・リングプル回収
18 日（金）・フッ化洗口
・眼科検診
7 日（月）・遅刻調べ（〜１１日）
21 日（月）・クリーンデー
・PTA 役員会
・PTA 研修会
8 日（火）・児童会
23 日（水）・天皇誕生日
・食の指導６年➄
24 日（木）・終業式（B 日課 4 時間）
・こすもす学級終わりの式
9 日（水）・読書タイム
25 日（金）・冬季休業開始（〜1／18）
・参観日（こすもす学級）
・こすもす学級レク
12 月の生活目標
・書き初め教室(３年)
教室での過ごし方を考えよう
・５年学年レク
・５−２給食試食会

