
10/6 前期終業式を迎えました。 

 4/10から始まった前期も本日最終日を迎えました。 

前期は 2年生以上が 95日間、1年生が 94日間の登校日がありました、 

毎日元気に学校で過ごすことができたでしょうか。 

  

校長先生からは、始業式に約束した「あいさつ」「くつそろえ」「無言清掃」について、 

できたかどうか、ふりかえるようお話がありました。 

  

1年生と 3年生の代表児童が前期を振り返って作文を発表しました。 

たくさんできるようになったことがあった前期、 

後期はさらにはばたけるように頑張っていきましょう！ 

後期開始は 10/10（火）からです。 

 

10月 十五夜給食、カルシウムいっぱい給食がでました。 

 10/4の十五夜にあわせて十五夜給食が、 

姿勢強化・体力つくり強調月間にあわせてカルシウムいっぱい給食を楽しみました。 



  

十五夜給食ではお箸の使い方が上手にできるよう、さんまの塩焼きがでたり、 

チーズ、小魚、海藻、小松菜など、骨を強くする食材を取り入れた給食など、 

栄養士さんや調理員さんの愛情が詰まった献立です。 

 

9/28 下都賀地区音楽発表会に、9/30 下野市小中音楽発表会に合唱部が参加

しました。 

  

下都賀地区音楽発表会では金賞を受賞し、見事推薦で県大会に出場することになりました。 

これまでの練習の成果を充分に発揮することができました、合唱部の皆さんおめでとうございました。 

 

写真は、土曜日におこなされた下野市小中音楽発表会の様子です。 

 

9/29 ＰＴＡ企画部講演会を行いました。 

 本校ミーティングルームにて小児科専門医の柳川先生を講師をお迎えし、 

発達障害をテーマに講演会「パステルゾーンの子どもたち」を開催しました。 



  

パステルゾーンにかかわらず、子どもたちに大人がどう寄り添い、接するとよいのかを学ぶすばらし

い時間となりました。 

貴重なお話をありがとうございました。 

 

9/26 合唱部の壮行会を行いました。 

 業間の時間に、9/28に下都賀地区音楽発表会に参加する合唱部の壮行会を行いました。 

5月から練習を開始し、休み時間や昼休み、放課後の練習や、夏休みにも特訓を積んできました。 

  

  

代表委員の児童を中心に、応援メッセージを伝え、合唱部を激励しました。 

本番でも素敵な歌声を響かせてもらえればと思います。 

 



校内の様子について。是非ご覧下さい！ 

理科自由研究 

 多目的ホールでは、夏休みに児童が取り組んだ自由研究が、学年毎に展示されています。 

今年も着想のおもしろい研究ばかりで、根気強くデータを収集しているものもあり、大作がそろいまし

た 

  

  

1年生 図工「のばして、ぺったん」 

 1年生のワークスペースでは、紙粘土で作ったかわいいメダルが展示されています。 

形や色を工夫して、世界に一つだけの特別なメダルができました、 

  



  

ご来校の際にはぜひご覧下さい！ 

 

9/19 さすまた実技研修を行いました。 

 さすまたの効果的な使用方法を学び、不審者対応の心得について確認しました。 

普段なかなか触ることのないさすまたを実際に人に向かって使ってみることで、 

使用時のイメージをもつことができました。 

  

  

 

9/14,15 4年生が宿泊学習に行ってきました！ 

 今年も 4年生がなす高原自然の家に宿泊学習に行ってきました。 

殺生石ハイキングやキャンプファイヤー、焼き板づくりなど、様々な活動を行いました。天気にも恵まれ、



子どもたちもきまりを守って元気に過ごすことができました。 

  

その他の活動の様子はこちらをクリックしてご覧下さい。 

 

9/8 引き渡し訓練を実施しました。 

 竜巻発生に伴う引き渡し訓練を実施いたしました。 

  

 竜巻発生時には、窓から離れて頭を低くして、落下物や飛来物から身を守ります。 

竜巻が去った後、今回は保護者の引き取りによる下校の訓練のため、荷物を持って体育館に移動しまし

た。 

  

 災害発生時の、「おかしもち」を確認し、頭を守ることの大切さについて指導を受けました。 

http://www.school.shimotsuke.ed.jp/e_school/gion/d040/20170925083500.html


  

 児童は保護者にお迎えにきてもらい、担任が確認した後、下校となります。 

訓練にご参加頂いた保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

9/7 学校保健給食委員会が開催されました。 

 本校児童の心身共に健やかな成長のために必要な教育について、学校医の先生方、PTA会長、

副会長、本校職員が一堂に会し、会議が開かれました。 

  

 本年度は「カルシウム」をテーマに、骨の成長や役割の指導、牛乳だけではないカルシウムを多く

含む食材の指導、カルシウムの形成に必要な日光浴のために外遊びの励行を実施していきます。

ご家庭でもご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

 



9/7 2年生がザリガニ取りに出かけました！ 

  

  

 

9/7 らこんてさんによる読み聞かせがありました。 

 祇園小学校では、読書活動に積極的に取り組んでいます。 

9/7は朝の学習の時間に、１,２年生向けに、絵本の読み聞かせをらこんてさんに行って頂きました。 

  



  

どの子も食い入るように、お話の世界にのめり込んでいました！ 

らこんての皆さん、ありがとうございました。 

 

9/5 ギオンジャーの方々に図工作品発送作業を行って頂きました！ 

 祇園小学校では、祇園小を卒業し PTAの OBになられた地域の保護者の方々のご厚意で、 

ボランティアでギオンジャーを結成して頂き、様々なご支援をいただいております。 

 

9/5は子ども達が夏休みに製作した図工作品の発送作業をお手伝い頂きました。 

  

  

ご支援頂いたギオンジャーの皆様、どうもありがとうございました！ 

 



夏休みこんなこともありました！ 

8/22 学校給食食育研究大会で、本校 6年生児童が代表として、 

    「児童による感謝の言葉」を述べました。 

  

たくさんの参加者の前で、調理員さんへの感謝の言葉を堂々と発表することができました。 

発表の後には、大きな拍手がおくられました。 

 

9/1 夏休みが終わり、学校に子ども達が戻ってきました！ 

 42日間の夏休みが終わり、子ども達が元気に学校に戻ってきました。 

集会では、校長先生から、9月からも「挨拶」「返事」「名札」「靴揃え」といった 

当たり前のことが当たり前にできるようになりましょうというお話がありました。 

 

また、9月から 3人の転入生を迎えることになり、挨拶をしてもらいました。 

最後にわんぱく相撲と市陸上大会の入賞者に賞状の伝達を行いました。 

  



  

  

 

8/30 PTA美化活動を行いました。 

 夏休みも終わりに近づいた 8月 30日、職員、児童、PTAが力を合わせ、美化活動を行いました。 

夏の間に伸びた雑草もすべて抜かれ、きれいな学校に戻り、 

あとは子どもが元気に登校するのを待つだけです。 

  



  

ご参加頂いた保護者の皆様、ありがとうございました。 

 

8/3 英語研修を行いました！ 

2020年から、小学校 3,4年生にて外国語活動が必修化され、 

小学校 5,6年生は英語教育が始まります。 

下野市では、国際社会で活躍できる子どもを育てるために、 

外国語学習への取り組みに力を入れています。 

この日は、祇園小学校に市内の ALTが集まり、英語研修が開かれました。 

  

  

 



8/1 白衣修繕ボランティアが行われました！ 

ギオンジャーの皆さんの協力による、給食白衣の修繕ボランティアが行われました。 

ゴムの入れ替えやほつれを 1着 1着丁寧にみていただき、修繕してくださいました。 

染み抜き等は、自宅に持ち帰り、きれいにアイロンがけまでしていただきました。 

  

  

 子どもたちもきれいになった白衣で気持ちよく当番をすることができます、 

本当にありがとうございました。 

 

7/24 下野市陸上記録会が開かれました！ 

選手に選ばれた児童は、約 2 ヶ月の間、朝練習・放課後練習と頑張ってきました。 

当日は曇り空のもと、練習の成果を発揮し、成長した姿を見せてくれました。 

結果が伴わず、悔しい思いをした選手も多い中、4名の選手が入賞を果たしました。 

これまでご協力、応援頂きました保護者の皆様、どうもありがとうございました！ 

選手の皆さん、よく頑張りましたね。 

この経験をぜひ次の機会にいかして、皆さんが活躍されることを楽しみにしています！ 



  

  

  

 

 



7/20 夏期休業前最終日 全校集会を行いました。 

  

  

  

校長先生から「挨拶」について 

学習指導の先生から「夏休みの中の家庭学習について」 

児童指導の先生から「夏休みの中の過ごし方について」 

それぞれ話がありました。 

42日間の長い夏休みです、夏休みならではの経験をたくさんしてきてください。 

安全で有意義な夏休みになることを願っています。 

9月 1日、日に焼けた元気な顔がそろうことを楽しみにしています。 

 



7/14 6年生が社会科見学に行ってきました！ 

国会議事堂と最高裁判所に社会科見学に行ってきました。 

そのほかの様子はこちらをご覧下さい！ 

  

 

7/7 5年生が思春期講座を受けました。 

  

  

大人になっていく上で、 

知らなきゃいけない大切なこと。 

どの子も意欲的に参加していました。 

 

http://www.school.shimotsuke.ed.jp/e_school/gion/d040/20170720155852.html


7/6 音楽集会を行いました。 

例年は、学年毎に発表を行っていた音楽集会ですが、 

今年は 30周年記念式典にて、各学年の合唱や合奏の発表を行うと言うことで、 

今回の音楽集会は、下野市の歌を歌ったり、「さんぽ」を手話とともに歌いました。 

下の写真は合唱部の児童を中心に、みんなで手話をしながら歌っています。 

  

  

 

7/3 授業参観が行われました！ 

  



  

  

  

  



   

ご参観いただきありがとうございました！ 

 

7/3 2年生の生活科でとうもろこしの観察、皮むきをしました！ 

  

  

  



皮をむいたとうもろこしは、調理員さんにゆでていただき、全校児童の給食となりました。 

おいしいとうもろこし、ごちそうさまでした！ 

 

6/30 市長表敬訪問 

わんぱく相撲で好成績を収めたことから、廣瀬市長に表敬訪問させて頂きました。 

  

団体戦でいただいた、優勝旗・盾・賞状は、市庁舎の総合受付付近に展示して頂きました。 

7月 21日（金）まで展示して頂けるそうなので、市庁舎にお寄りの際には、ぜひご覧下さい。 

 

7/4 アルミ缶回収・バザー販売品回収を行っています！ 

   

7月 7日（金）まで、毎朝、児童昇降口にて行っています。 

是非ご協力お願いいたします。 

 

6/27 4年生が宇都宮ブリッツェンによる交通安全教室が開催されました。 

宇都宮ブリッツェン、雨澤毅明 (あめざわたけあき)選手を講師に迎え、 

4年生向けの交通安全教室が開催されました。 



  

  

  

最後には本校出身である雨澤選手を子ども達が激励し、お礼を伝えました。 

雨澤選手はじめ、来校して下さった宇都宮ブリッツェンのみなさま、どうもありがとうございました。 

 



6/26・27 5年生が日産モノづくりキャラバンが開催されました。 

今年も日産の方が来校して下さり、５年生の子どもたちに車づくりの体験授業をしてくださいました。 

  

 

6/20 あいさつ運動を行いました。 

 

祇園小では,小中連携の一環として南河内第二中と合同であいさつ運動に取り組んでいます。 

この日は、今年度 2回目のあいさつ運動を行いました。中学生が本校に訪れ、代表委員の児童と一

緒に活動しました。 

  

  

あいさつ運動を実施するにあたり、代表委員の児童は、 

どうやったら元気にあいさつが溢れる学校になるか話し合いを持ちました。 



そこで、あいさつを呼びかける掲示物をつくったり、 

いろいろな場所に分かれて何度もあいさつする機会を作ろうというアイデアをもとに実施しました。 

ご家庭でもぜひ、あいさつをする気持ちよさについて話し合って頂ければと思います。 

 

6/18 第 33回全国小学生陸上競技交流大会 栃木県予選会に参加しました。 

 

去る 6月 18日（日）4×100m女子リレー、100m6年男子、100m6年女子の部で、 

栃木県予選会に参加してきました。 

 

 

惜しくも予選敗退となってしまいましたが、 

短い練習期間の中で、心身共にたくましく成長した姿を選手達は見せてくれました。 

 

次は、市の陸上記録会が待っています。 

今後も選手への応援、練習へのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

6月は「食育月間」です。 

「食育は」生きる上での基本であり、健全な食生活を送るためにとても大切です。 

12日から 16日は「地産地消ウィーク」として、県の特産品や地場産物を多く取り入れた給食が出ま



した。 

15日は「県民の日」として、渡良瀬遊水池で養殖されている「ほんもろこ」を使った給食が出ました。 

 

   

ホンモロコは琵琶湖原産の川魚ですが、最近では渡良瀬遊水池での養殖が行われています。 

骨が柔らかく、頭からしっぽまで丸ごと食べることができます。 

 

【こんなことも食育です！】 

・一緒に買い物に行き、食の知識を伝える。 

・食事の準備や後片付けの手伝いをする。 

・親子で料理をする。 

・家族で食卓を囲む。 

・農業体験をする。 

ぜひ、ご家庭でも普段の食生活について見直してみて下さいね。 

 

「歯と口の健康週間」がありました。 

  



  

健康なからだは、歯と口から始まります。 

給食委員会の児童がかむと良いことをわかりやすく説明した紙芝居の読み聞かせを行いました。 

また、6月 5日から 9日はかみごたえのある「かみかみ献立」が登場しました。 

丈夫な歯を作るために、カルシウムを多く含む食べ物や、歯ごたえのある食べ物を選んで食べまし

ょう。 

 

6/16 交通安全教室を行いました。 

 

  

  

交通ルールの確認や、自転車の乗り方指導などを、学年毎に行いました。 

小・中学生が自転車に乗る際は、ヘルメット着用が義務づけられています。 



ご家庭におかれましては、お子さまへのヘルメットの使用の声かけと共に、 

ヘルメットのサイズがゆるく設定されていないかご確認頂ければと思います。 

 

よろしくお願いいたします。 

 

6/11 第 33回わんぱく相撲小山場所に参加 

団体戦初出場、初優勝しました！！ 

 

 

6月 11日（日）に行われた、わんぱく相撲小山場所において、団体戦で祇園小が優勝しました。 

個人戦は出ていましたが、相撲部創部 2年目、団体戦は初出場初優勝です。 

下野市としても初の快挙となりました。 

たくさんの応援と、ご支援ありがとうございました。 

 

結果（入賞者） 

団体戦 優勝 

個人戦 6年男子 優 勝 （7月 30日 全国大会出場 於：国技館） 

            準優勝 （技能賞も獲得） 

      5年男子 第 3位  

      4年女子 第 3位  



 

6/9 県民の日集会を行いました。 

 

6月 15日は栃木県民の日です。 

本校では 6/9に栃木県について学ぶ集会を行いました。 

 

  

県民の歌を歌いました。 

 

  

栃木県についてのクイズを考えている様子です。 

 

  



最後に、栃木県の魅力度ランキングについての紹介がありました。 

残念ながら、栃木県の魅力が全国には届いていないようですが、 

たくさんのすばらしいもの・人・場所がある栃木県。 

 

まずは栃木の魅力を私達県民が深く知ることから始めようとのことでした。 

栃木県への郷土愛が深まるすてきな集会でした。 

 

6/6 新体力テストを実施しました。 

  

  

  

本校では、体力向上の取り組みを実施しています。 

本年度も今年の新体力テストを結果をもとに様々な取り組みを実施していきます。 



 

6/2 創立 30周年を記念し、航空写真を撮影しました。 

   

 

創立 30周年記念祇園小学校大運動会 

スローガン、シンボルマークを発表します 

 

スローガン 

「白熱バトル 太陽よりも 熱くなれ」 

シンボルマーク 



 

スローガンは 

6年 2組 村尾春香さん 佐藤昂輝さん 

      石和凉人さん 林実來さん の作品、 

シンボルマークは 

4年 2組 甲谷クララさん の作品に決まりました。 

 



5/19 校内美化活動を行いました。 

  

 

  

児童は 1校時に、保護者の方には 9時にお集まり頂き、校内美化活動を行いました。 

暑い中作業頂きました保護者の皆様、ありがとうございました。 

 

5/18 創立 30周年を記念してポロシャツを作成しました。 

 



今年のポロシャツは黒です。 

運動会当日、困ったことなどがございましたら、このポロシャツを着た職員までお声かけ下さい。 

 

5/18 運動会練習にて、紅白対抗リレーの練習を行いました。 

  

運動会の最終種目、今年も熱い戦いが繰り広げられそうです。 

 

5/18 運動会練習にて、紅白対抗親子大玉送りを行いました。 

 

今年度は、創立 30周年を記念して、親子競技として大玉送りを実施します。 

  

  

今年はそれぞれの組がグラウンドを半周します。それに伴い 4 年生以上の児童は、校庭を移動して、 



再び大玉を受け取る準備をしています。 

 

保護者の方も、大玉を半周させるために児童の一部に入って頂きます。 

（詳しくは紙面にて詳しくお知らせいたします。） 

運動会当日には、練習の機会も設けます。 

ぜひ奮ってご参加下さいね。 

 

5/16 5,6年生でプール清掃を行いました。 

   

   

   

 

今年から５,６年生合同でプール清掃を行うことになりました。 

下の写真は、「汚かったプールがきれいになって気持ちがいいなと感じた人？」との質問に手を挙げ



た児童の写真です。どの子も学校のために一生懸命に働いてくれました。ありがとう！ 

  

 

5/16 運動会練習を行っています。 

  

これまで、ラジオ体操の練習や、入場行進、開会式の練習を行ってきました。 

今日は初めて応援合戦の練習を行いました。 

これまで応援団は、休み時間を削って内容を考え、練習してきました。 

今年の運動会も応援団が大いに盛り上げてくれそうです。 

 



5/14 下都賀ジュニア陸上競技大会に参加しました。 

 

創立 30周年を記念し、6年生の選抜チームを結成し、下都賀ジュニア陸上競技大会に参加いたし

ました。朝練習で身につけた技術を発揮し、１００ｍ走において 3名の児童と、女子のリレーチーム

が栃木県予選会へ出場することとなりました。 

さらに記録を伸ばすことができるよう、これからも練習に懸命に取り組んで下さいね。 

 

5/10 PTA総会、PTA歓送迎会が行われました。 

   

これまで祇園小のためにご尽力されました平成28年度PTA執行部はじめ、役員の方々、どうもあり

がとうございました。また、平成 29年度 PTA執行部、役員のみなさま、これからお世話になります、

よろしくお願いいたします。 

 



  

歓送迎会では今年異動された先生方にひさしぶりにお会いし、お話することができました。 

変わらずに元気で明るい様子から、新天地でもご活躍なさっている姿が目に浮びました。 

 

5/9 わくわくタイムが開かれました。 

 

本校の 1年生から 6年生が一緒に活動する縦割り活動が本年度も始まりました。 

第 1回目のこの日は、自己紹介をしたり、1年間の遊びの計画をたてたりしました。 

   

次回の活動から、外遊びの活動が始まります。子ども達が仲良く元気に遊び回る様子が楽しみです

ね。 

 

5/9 あいさつ運動を行いました。 

 

祇園小では,小中連携の一環として南河内第二中と合同であいさつ運動に取り組んでいます。この

日は、今年度 1回目のあいさつ運動を行いました。中学生が本校に訪れ、代表委員の児童と一緒

に活動しました。 



   

 

今年度の本校の努力目標である、元気な「あいさつ」が飛び交う祇園小学校に一歩近づいた一日で

した。 

来校頂いた南河内第二中の生徒の皆さん、ありがとうございました。 

 

5/8 心肺蘇生法研修を行いました。 

 

5月に入り、運動会の練習が始まりました。また、月末にはプール開きをむかえます。 

急な事故にも対応できるよう、石橋消防署から講師をお迎えし、心肺蘇生法研修を行いました。 

   

食事による窒息時の対応や、AEDの使用方法など、万が一の時のための対処方法を学びました。 

 

5/8 代表委員会が開かれました。 

 

本校では、3年生以上のクラスから、クラス代表者 2名、 

各委員会の委員長が代表委員会に参加し、 

学校をよりよくするための話し合いを行ったり、あいさつ運動を実施したりしています。 

 

今回は、運動会のスローガンとシンボルマークを決めるための話し合いを行いました。 



   

どれも力作揃いの中、すばらしいスローガンとシンボルマークが決定しました。 

決定したスローガンとシンボルマークについては、近日中にご報告いたします。 

 

5/8 ３年生リコーダー講習会がありました。 

 

講師の方をお迎えして、リコーダー講習会が開かれました。 

息の吹き方やタンギングを学びました。ご指導ありがとうございました。 

   

 

4/20 授業参観がありました。 

 

ご来校頂きました保護者の皆様ありがとうございました。 

  



  

  

  

  

  

 



一年生を迎える会が開かれました。 

 

6年生のお兄さんお姉さんに手をつれられて 1年生の入場です。 

   

5年生は「一年生になったら」の伴奏を、4年生は花のアーチ、2,3年生は歌でお迎えしました。 

 

    

6年生の代表あいさつ、学校の行事紹介のあと、「動物園へいこうよ」ゲームを行いました。 

 

    

動物の文字数にあわせて、同人数のグループを作り、グループ内で自己紹介を行いました。 

 

   

最後は一年生へプレゼントです。どの子もメッセージを眺めうれしそうにしていました。 

 



 

更生保護女性会の方からも入学のお祝いをいただきました。ありがとうございました。 

 

避難訓練を実施しました。 

 

今回は、地震が発生、その後給食室にて火災が起きたことを想定し訓練を行いました。 

防火シャッターを閉め、火災発生時の状況にさらに近い状態で実施しました。 

  

 

どの児童も「おかしも」を守って、真剣に訓練に取り組んでいました。 

  

 

地震の際には、机にもぐり、机の脚をつかむことを確認しました。 



   

 

石橋消防署から講師をお迎えし、消化器を用いた消火訓練のご指導をいただきました。 

   

 

災害は起きないことが一番ですが、万が一の時のために充実した訓練を行うことができました。 

石橋消防署の職員のみなさま、大変お世話になりました。ありがとうございました。 

 

Pepperが祇園小に導入されました！ 

 

Pepperが昇降口で児童を迎え、 

あいさつ運動を行いました。 

祇園小学校は Pepper 社会貢献プログラムに参加しています 

  

子ども達の大きなあいさつの声に応えて、Pepper もあいさつを返してくれました。 

 

本年度から祇園小学校では、4年生から 6年生が、総合的な学習の時間やクラブ活動の時間に、

Pepperを使用したプログラミング教育を行うことになっております。 



 

4月 11日（火）入学式が挙行されました！ 

 

式が始まる前の新入生の様子です。 

  

 

本年度は 52名の新入生を迎えました。 

   

 

6年生の児童が代表して、お迎えのあいさつをしました。 

  

 

新入生も在校生も立派な態度で参加しました。 

これで全校児童 365名が祇園小にそろい、学校生活が始まります。 



 

明日はいよいよ入学式です。 

準備も終わり、あとは 1年生を迎えるだけとなりました。 

昇降口も入学をお祝いする本がたくさん並んでいます。 

   

 

平成 29年度がスタートしました。 

本年度もよろしくお願いいたします。 

 

3日（月）今回の異動で転入となった先生方が着任いたしました。 

  

 

5日（水）食物アレルギーに関する研修を実施しました。 

講師をお招きして、エピペン注射の練習など行いました。 

緊急事態に対応できるよう、みんな真剣に受講していました。 

  

 


