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
明るい笑顔と元気な挨拶の毎日

１学期を振り返って
校長

安藤正純

紅白（あか・しろ）１点差の大接戦だった第
４３回日新小運動会が終わり 1 ヶ月が経ちま
した。グランドには、あのときの熱気は感じら
れませんが、きっと子どもたちや関係者の心の
中には、やり遂げた充実感や満足感が残ってい
ると思います。今回の運動会の練習や本番を通
して、様々な体験をして成長していった子ども
たち。その躍動する姿を見ていたら、みんなよ
くがんばったと声をかけてあげたいと思いま
した。
さて、日新小学校では、苫小牧市や本校の
現状をふまえ、教育に関わる様々な情報を発
信してきております。
子どもたちに必要なものは、自ら学ぶ力など
の生きる力です。変化の激しいこれからの時代
に対応していくためには、自分で将来を切り拓
いていくことが必要です。そのために、学校や
家庭や地域が協力して、子どもたちを育ててい
くことが必要です。とりわけ家庭が担う役割は
重要です。
学校からは、学校だより、生徒指導部だより、
保健だより、学年・学級通信、各種アンケート
調査結果などを通して、色々な情報を提供して
いきます。
家庭学習の仕方、健康にとって必要な知識や
集団でのマナーなど子どもたちが社会で生き
ていくために役に立つことを常に発信してお
ります。ぜひ、役に立てていただきたいと思い
ます。
このことと関連して、６月末〜７月始めに
行いました参観日の折に、苫小牧市教育委員
会のご協力をいただき、「とまこまい学び

の３か条」についての説明会を持ちまし
た。３日間で延べ８０数名の保護者の
方々にお越しいただきました。お集まり
いただいた皆様に感謝いたします。
その中で説明したことは、子どもの学力
向上に向けて、学校と家庭、地域が一貫し
て指導するため、この度苫小牧市で定めた
次の３つの条文についてです。
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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
たくましく
最後までやりぬく子
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○ゲーム・スマホ８時でセーブ
○３つの習でレベルアップ
○学年×１０＋１０分でステージクリア
※うちガク：家庭学習
このような働きかけを全市で行っていこう
というものです。そのためには、各ご家庭で、
学習習慣や生活習慣について、ぜひ、見直しを
図っていってほしいと思います。どうぞご検
討ください。
また、現在、希望をまとめておりますが、２
学期からは、「フッ化物洗口」を実施する予定
です。虫歯を減らすための手だてとして、苫小
牧市の全小学校で取り組みます。フッ化物洗
口の保護者説明会も先日行いましたが、配布
いたしましたパンフレットなどでお尋ねにな
りたいことがありましたら、ご一報ください。
１学期も終わりになりますが、この間、PTA
の皆様のご協力につきまして、いろいろな方
面でお世話になりました。街頭での交通安全
指導、花壇整備、グランド整備、学級行事の計
画、読み聞かせ、図書室管理等々、皆様のご協
力に感謝申し上げます。
25 日からは、夏季休業に入りますが、地域
では、ラジオ体操・夏祭り・盆踊りや子ども会
行事などが行われると思います。どんどん参
加し、たくさんの人とふれ合い、充実した休み
にしてほしいと思います。
迎える２学期には、５年生の宿泊学習、６年
生の修学旅行、全校で行う学習発表会などが
計画されております。子どもたちにとってよ
りよい活動となる
ように計画的に進
めて参ります。ご
協力をよろしくお
願いいたします。

「家庭学習がんばり表」の取り組みより
先日行った「家庭学習がんばり表」の取り組
みより 6／29~7／12 の間の家庭学習の取り組
み状況について調べました。
〇家庭学習をやった日数
低学年 毎日やった子 56 人
中学年 毎日やった子 40 人
高学年 毎日やった子 52 人
※1 日もやらなかった子が全校で 6 人いました。
〇取り組んだ時間（一番人数の多い時間）
1 年生 10 分くらい
25 人
2 年生 30 分くらい
26 人
3 年生 30 分くらい
24 人
4 年生 50 分くらい
32 人
5 年生 1 時間くらい 14 人
6 年生 50 分くらい
14 人
※1 時間 30 分以上やっている子が全校で 5 人（高
学年 2 人、中学年 3 人 2 時間以上やっている
子が全校 2 人（中学年）いました。

いじめ問題こどもサミット
7 月 4 日（土）文化交流センターにて、苫小
市内全小中学校の児童・生徒代表が集まって
いじめ問題について考えるサミットが行われ
ました。本校からは、児童会執行委員の稲井郁
南さん、小山隼人くんが出席しました。本校の
取り組みである「全
校名刺交換」につい
て発表しました。今
回のサミットで学ん
だことを日新小学校
にたくさん還元して
ください。ご苦労様
でした。

耐震工事に関して
今年度日新小学校では 6 月より耐震工事を
行う予定でしが、入札関係で業者が決まらず、
6 月からの工事が出来なくなりました。つきま
しては、9 月より工事を行う予定となりました

PTA 研修会

（3 月いっぱいまで）
。ご了承ください。なお、

いきいきエクササイズ〜身体を動かそう〜

工事のために教室を移動していた 2 年生・4 年

去る 7 月 16 日（木）フレンドリールームに
て、講師に吉田 徹氏をお迎えして、エクササ
イズの研修会を行いました。
「疲れたけど楽しかった」
「普段の運動不足が
解消された」などの声が聞かれました。
とても充実した時
間でした。参加さ
れた皆様ご苦労様
でした。
講師の吉田先生
ありがとうござい
ました。

生につきましては、引き続き、現在の教室を使

■苫小牧東ロータリークラブ杯
第 32 回苫小牧地区小学生バトミントン大会
5 年以下男子シングルス 準優勝 小田喜 絢佑(5 年)
■第 43 回道新杯少年剣道大会
小学女子３・4 年 準優勝 小林 茅峯(4 年)
■道新杯争奪第 49 回小牧地区小学生サッカー交歓会兼
道新スポーツ旗第 47 回全道サッカー少年団大会苫小
牧地区予選 第 3 位 日新少年サッカークラブ

８・９月の生活目標

時間をまもろう（チャイム席）

用します。

８ 月 の 予 定
７日(金）
・P ふれあい委員花壇整備（１年）
１９日(水）
・始業式(B 日課)
・こすもす始まりの式
・夏休みの図書返本（〜21 日）
２０日(木）
・元気アップの取り組み
（〜27 日）
・遅刻調べ（〜27 日）
・消防クラブ
２１日(金) ・P ふれあい委員花壇整備（６
年）
２４日(月）
・5 年生宿泊学習（〜25 日）
・遅刻調べ（〜28 日）
２５日(火) ・児童会
２６日(水) ・夏休み作品展(〜9/1)
・読書タイム
・5 年生回復休業日
２７日(木) ・プール学習 6 年
・リングプル回収
・PTA 役員会
２８日(金) ・読書タイム
・外清掃
・プール学習 3 年・4 年
・P ふれあい委員花壇整備（５年）
３１日(月) ・マラソン練習開始

