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学校だより
『 認めて、褒めて、励まして、信じて、待って、見届ける 』

東門付

近のサ

ザンカ

☆ ☆ ☆ よいお年をお迎えください ☆ ☆ ☆
まもなく平成２８年も終わろうとしています。４月の始業式では「進んで」という話をしました。これは

子供たちだけでなく、教職員へのメッセージでもありました。子供たちはいろいろな場面においてこの言葉

を意識して取り組み、運動会や学習発表会などで意欲的に活動することができました。７９名一人一人が輝

いている場面に感動し、その成長した姿がとてもうれしく思います。

さて、２２日の冬休み前「全校集会」では、「学び方の工夫」について話す予定です。テスト直しや暗記

の仕方、国語辞典の活用などです。勉強にはどうしても覚えなければならないことがあります。口や手、耳

など体のいろいろな部分を使うと、覚えやすいそうです。また、分からない言葉や漢字はすぐに調べる習慣

を付けることをお勧めします。国語辞典と仲良しになると、調べ学習が楽しくなります。子供たちの心の中

に何か響くものがあり、冬休みの勉強に役立つことを期待しています。

ところで、各御家庭では年末の大掃除やお正月の準備など、忙しい時期を迎えます。夏休みのように、「全

校宿題」として「手伝い・読書２冊以上・お料理」を出します。子供も進んで働き、みんなの役

に立って褒められることで、家族の一員としての自覚や自信につながると思います。１８日間の

冬休みを有意義に過ごしていただければ幸いです。そして、１月１０日（火）には７９名全員が

元気な笑顔で会えることを願っています。

それでは、すべての方が心新たに新年を迎えられることをお祈り申し上げ、校長の挨拶とさ

せていただきます。保護者の皆様方には今年１年いろいろとお世話になりました。ありがとうございました。

持久走大会
１１／３０（水）保護者や地域の方の声援の中、校内持久走大会を実施しました。業間は１０分間走を、試

走も２回ほど行い本番に臨みました。学校の南東方向の農道をコースとし、折り返し地点をそれぞれに設定し、

１・２年生は１０００ｍ、３・４年生は１５００ｍ、５・６年生は２０００ｍという長い距離を走りました。

それぞれが最後まで頑張って走り抜く姿に感動し、さわやかな笑顔が心に残りました。心も身体もまた一段と

成長したことでしょう。一人一人に記録証を授与しました。

１・２年生 ３・４年生 ５・６年生

３位までの入賞者です。おめでとうございます。（丸数字は学年） ユースサポーター

白鷗

１位 ２位 ３位 大学２

低学年 男子の部 ②上野 拓夢さん ②後藤 泰晟さん ①上野 鉄太さん 年生の

〃 女子の部 ①小室 美陽さん ②菅原美奈海さん ②佐藤 初華さん 中澤穂

中学年 男子の部 ③海老原気吹さん ④田口 愛翔さん ④瀧田 大翔さん 高さん

〃 女子の部 ③海賀 結月さん ④伊澤 凛さん ③髙橋 舞さん に、１

高学年 男子の部 ⑤海老原智陽さん ⑥田口 直輝さん ⑤菅原 拓海さん ～４年生の学習を支援して

〃 女子の部 ⑤海老原耶々さん ⑤市岡 杏菜さん ⑤上野ひよりさん もらっています。（後期の毎

週金曜日の午前中）



地域に学ぶ １０月に行われた５・６年生の箏

本校では、各教科や道徳、総合の 教室では、箏アンサンブル翠（みど

時間において、子供たちの学習に り）を主宰している筑紫会准示範の

少しでもプラスとなるようにと、 五味歌肖（ごみ かしょう）さんに、

外部講師の方をお招きして、いろ 指導をしていただきました。祇園に

いろなお話や御指導をいただいて お住まいで、毎年指導をお願いして

います。後期に御協力いただいた います。６年生は学習発表会で「さくらさくら」の演奏を発表できまし

（予定の）講師の方々を紹介しま た。５年生は、楽譜の読み方や弦のはじき方など、基本から教えていた

す。 だきました。

磯部にある養 磯部にお住まいで、小山市に事務所

心館の館長で、 を開いている一級建築士の慶野正司さ

剣道教士七段の んです。１月１７日（火）６年生の総

荒井一美さんで 合の時間に、仕事と生き方について話

す。教科書に載 してくださる予定です。

っている元南河 昨年は、設計した家の模型を見せて

内村長で、養心 くださり、最近設計した幼稚園の様子

館の初代館長であった岩瀨鉾太郎さんの孫にあたりま をパソコンで説明してくださいました。

す。 また夢をつかむにはどうしたらよいか

１１月１５日（火）４年生の社会科の時間には、鉾 なども、話してくださいました。総合で学習してい

太郎さんとの思い出や剣道を通じて学んだことなどを る「未来の自分を考えよう」での調べ学習や自分の

話してくださいました。 将来について考えることなどにつなげていきます。

箕輪で書道塾を経営している 学校のすぐ隣で学習塾を経営している塩生良江さ

鈴木蓮徑（れんけい）先生です。 んと早瀬恵美子さんです。

１２月２０日（火）３年生か １１月２８日（月）２９日（火）３・４年生を対

ら６年生を対象に書道教室を行 象にそろばん教室を行いました。３年生は、位取り

います。筆の持ち方や力の加減、や指使い、簡単な足し算を、４年生は、億や兆の単

止めや払いなどの基本的なこと 位の数や小数の足し算

を教えていただきます。そして、や引き算などを教えて

書き初め展の文字の注意すべき いただきました。３年

点などを押さえながら、練習をする予定です。なお、 生は初めてそろばんに

今年も６年生の卒業証書を書いていただく予定です。 触れる子供も多く、一

冬休みの書き初めにぜひ生かして、力作が提出される 生懸命に取り組んでい

ことを期待しています。 ました。

☆ ☆ ☆ 受賞おめでとうございます ☆ ☆ ☆

◎JA共済県下小中学生書道コンクール ◎下野教育書道展 ◎市理科研究展覧会
条幅の部 毛筆の部 優秀賞 ４年 泉田 絢音さん
佳 作 １年 稲見 幸星さん 銅 賞 ４年 泉田 絢音さん 優良賞 ５年 上野ひよりさん

◎家族のきずなエッセイ 奨励賞 １年 小室 美陽さん 優良賞 ３年 小口 佑馬さん
入 選 ５年 小室 碧大さん 〃 〃 印南 魁流さん
〃 ５年 海老原 耶々さん ２年 関口 実来さん ◎小学生人権書道コンテスト

◎市歯と口に健康週間に関する作品ｺﾝｸｰﾙ 〃 ４年 石﨑 央渉さん 優良賞 ５年 小室 碧大さん
標語の部 金 賞 １年 印南 魁流さん 〃 〃 瀧田 大翔さん
作文の部 〃 ３年 上野 心音さん 〃 ５年 海老原耶々さん ◎青少年読書感想文全国ｺﾝｸｰﾙ
ﾎﾟｽﾀｰの部 入 賞 ２年 後藤 泰晟さん 〃 〃 慶野 愛貴さん 優良賞１年 舘野 美咲さん

〃 ４年 瀧田 大翔さん 〃 〃 小室 碧大さん 〃 ２年 佐藤 初華さん
◎市小学校4年生絵画展 〃 ６年 田口 直輝さん 〃 ２年 鶴見 奏空さん
入 選 ４年 田口 愛翔さん 硬筆の部 〃 ３年 小口 佑馬さん
入 選 ４年 瀧田 大翔さん 奨励賞 １年 小室 美陽さん 〃 ５年 和泉 乃愛さん

〃 〃 舘野 美咲さん 〃 ５年 海老原耶々さん
〃 ２年 宇賀地莉子さん 〃 5年 慶野 愛貴さん



１年生 後期のめあてに向かってゴー！
・しっかりしてきた１年生、伸びゆく力を感じます。学習は（学）、生活は（生）で表記。

１伊澤舞桜（学）めあてや連絡を早く書く。漢字を上手に書く。

（生）係の仕事をする。登校するとき、班長さんから離れない。

２伊澤悠真（学）国語をがんばる。姿勢を正しくする。

（生）上履きをきちんと履く。元気に挨拶をする。

３伊澤りこ（学）計算をまちがえずにやる。ノートの字をきれいに書く。

（生）そうじはしゃべらないでやる。休み時間は友達といっしょに遊ぶ。

４稲見幸星（学）算数の引き算や漢字スキルをがんばる。

（生）下校で並ぶときは静かにする。そうじはしゃべらないでやる。

５印南魁流（学）字をきれいに書く。先生の話を最後まで聞く。

（生）そうじをしっかりやる。みんなと仲良く遊ぶ。

６上野快斗（学）話を聞く。姿勢を正しくする。（生）そうじはしゃべらないでやる。自分から挨拶をする。

７上野夏凛（学）いっぱい手をあげる。引き算をがんばる。

（生）清掃をしっかり覚えてがんばる。みんなと仲良く遊ぶ。

８上野鉄太（学）話をしっかり聞いて、早く勉強を終わらせる。家に帰ったら音読をすぐにやる。

（生）そうじはしゃべらないでやる。みんなと仲良く遊ぶ。

９大森昊太（学）足し算と引き算をがんばる。先生の話をよく聞く。

（生）自分から挨拶をする。そうじのとき静かに待つ。

10大山慎吾（学）家読で言葉を覚える。計算ドリルをがんばる。
（生）もっと友達をつくる。そうじはしゃべらないでやる。

11大吉慶樹（学）姿勢をよくする。漢字スキルや漢字を丁寧に書く。
（生）早寝早起きをしてしっかり歩いて来る。みんなと仲良く遊ぶ。

12小室美陽（学）姿勢をよくして、先生の話をよく聞く。授業中にいろいろなことを覚える。
（生）友達と仲良くする。そうじのとき静かにやる。

13關洸太朗（学）授業中、よそ見をせずしっかりやる。音読をがんばる。
（生）毎日本を読む。外で元気いっぱい遊ぶ。

14 田上俊哉（学）漢字をがんばる。字をきれいに書く。
（生）そうじはしゃべらないでやる。友達と仲よく遊ぶ。

15 舘野美咲（学）引き算をがんばる。家に帰ったら音読を忘れずにやる。
（生）昼休みに配り係の仕事をする。そうじでは自分から仕事をする。

16 田仲夏彩（学）姿勢を正しくする。漢字をまちがえずに書く。
（生）登校で間を開けずに歩く。そうじはしゃべらないでやる。

☆ ☆ 特別支援教育って？ No２ 「発達障がい」とは？☆ ☆

先日、テレビで「発達障がい」のあるピアニストを紹介していました。その女性の奏でるピアノは聴く

方たちの心に響き、感動で涙する方もいました。でも、そのピアニストは歩いた道を忘れてしまったり関

心のあることに興味がいってしまったり……、ピアノに打ち込み褒められ認められることで、今があるそ

うです。最近よく耳にする「発達障がい」は、次のようなことを総称しています。障がいによる困難をか

かえていますが、このピアニストのように優れた能力を発揮する場合もあります。できる限り早期から適

切な支援を受けることによって状態が改善することも期待されています。

・LD（学習症）：知的発達に遅れはありませんが、聞く・話す・読む・書く・計算するなどの能力のうち、
特定の分野に極端に苦手な側面が見受けられます。

・ADHD（注意欠陥多動症）：注意力や衝動性、多動性などが年齢や発達に不釣り合いで、社会的な活動
や学業に支障をきたすことがあります。

・自閉症スペクトラム：相手の気持ちを察することや周りの状況に合わせる行動が苦手だったり、特定の

ものにこだわったりする傾向が見られます。

お知らせ：

「吉田東小 学校だより」はホームページでカラー版を御覧いただけます。学校行事や各

学年の活動も 随時配信しております。御意見、御感想などありましたら御連絡ください。

ＱＲコードからもアクセスできます。



学習発表会の感想
・犬のせりふをがんばってやりました。「大きなかぶ」のみんなでいうところや自分のせりふをがん

ばりました。（１年 Ｏ・Ｓ）

・わたしは「スイミー」をやりました。れんしゅうでは大きな声で歌えなかったけれど、ほんばん

では大きな声が出せました。自分のせりふはとてもきんちょうしました。ほかの学年もおもしろい

のがいっぱいでした。たいこのえんそうでは、ふっきんをつかってたたいていたのが、すごかった

です。（２年 Ｔ・Ｒ）

・学習発表会のよかったと思ったことが２つあります。１つ目は、自分のせりふのことです。きん

ちょうしてしまったので、話す言葉がわからなくなってしまったけど、きちんと言えました。２つ

目は、リコーダーです。練習ではまちがえていたのでしんぱいになったけど、本番ではまちがえず

にできました。めあてをたっせいできて、よかったです。（３年 Ｔ・Ｏ）

・スタートのせりふを言うとき、練習とちがってきんちょうしました。そして、早口で小さい声に

なってしまいました。でも、それ以外のせりふは大きな声で言えたので、だいじょうぶかなと思い

ました。（４年 Ｉ・Ｋ）

・学習発表会でがんばったことは、手話と手話の説明です。手話は相手に伝わるように、気持ちを

こめてやりました。手話の説明は長いので、最初は覚えるのが大変でしたが、本番はきちんと言え

ました。説明では、ゆっくり言わなければならなかったので、少しはずかしかったけど楽しくでき

ました。（５年 Ｅ・Ｔ）

・私は箏や長縄で失敗してしまったけれど、みんなが助けてくれたのでほっとしました。他の学年

の発表では、手話や劇、リコーダーなど、みんなの心がひとつになって、すごいと思いました。

「二宮尊徳太鼓」では、たくさんの太鼓の音が胸に響き、すごい迫力でした。吉東小最後の発表会

で失敗してしまったけれど、楽しい発表会になったので、よかったと思います。（６年 Ｏ・Ｈ）

11／ 16 12／ 1、2に
更生保護 自治医大公衆衛

女性会の 生看護学生６名

方 た ち か が実習に来まし

ら チ ュ ー た。学校保健に

リ ッ プ の おける看護の役

球根１００個いただきました。そして、球根やパ 割や機能を理解

ンジーの植え方を教えていただき、一緒に植えま するために、児童の様子を観察したり、１・２年生

した。毎年球根をたくさんいただき、ありがとう に「手洗い」指導をしたりしました。丁寧に手洗い

ございます。４月に立派に花が咲くように世話を を励行することは、感染症予防にもつながります。

していきます。４～６年生は道路沿いの花壇に、 一緒に給食を食べ、昼休みは一緒に遊んでもらいま

葉ボタンやチューリップの球根を植えました。 した。将来は保健師を目指しているそうです。

12 ／ 1 ～ 9 の人権旬間では、人権擁護委員さ 11 ／ 27 に「家族の絆エッセイ」表彰式がありま
んと共に「人権集会」を開き、「異学年共遊」を した。５年海老原さんと小室さんが受賞しました。

行いました。２・４・６年生はドッジボール、１ おめでとうございます。講演会では上野怜さんより

・３・５年生はしっぽ取りゲームで楽しみまし 「いばらきっ子我が家の約束」の紹介がありました。

た。上学年の子は下学年の子を思いやりながら遊 ・ありがとう うれしい言葉を 伝えよう

ぶ姿に、吉東小の子供たちの優しさを感じました。 ・テレビより 家族の顔見て いただきます

下学年の子たちもお兄さんお姉さんを慕っていま ・おはようは いい日になあれの おまじない

す。この日の青空のように爽やかな１日でした。 ・話そうよ 目と目を合わせて きょうのこと

・脱いだ靴 そろえて玄関 いい気分

挨拶や食事、家族との会話など、小さいときからの

しつけや習慣が大切です。学校でもいろいろな場面

で挨拶やコミュニケーション力の指導をしています。

御家庭でも「当たり前のことを当たり前に」できる

よう御指導、御協力をお願いします。


