
- 1 -

むろこ学校だより 平成２９年度第７号 平成２９年６月２２日発行

五弁の桜
◎学校教育目標：笑顔いっぱいむろこっ子 ＜カマキリの赤ちゃん＞ 勝山市立村岡小学校

☆児童それぞれがいろいろな事に取り組み、学習を深めています！
＜ 6/7 全国小学生歯磨き大会参加 5 年＞ <6/7 救急救命講習会開催 PTA 体育委員会＞

歯垢・歯ぐきについ 消防署の方から、心
て、歯磨きのステップ 臓マッサージの方法と
アップ、自分を磨くの 3 AED の使い方をお聞
部構成の DVD を視聴 きし、実際に行いまし
しながら、養護教諭の た。子どもたちも参加
指導を聞いて学習を進 し、大変意義あるもの

めました。歯磨きセットもいただきました。 になりました。
＜ 6/8 市小学校連合音楽会参加 6 年生＞ ＜ 6/9 国際交流員ﾉｴﾐ先生と英語学習＞

6 年生が「小さな 3 年生と 5 年生が、
勇気」を心に響く美 国際交流員（CIR）ノ
しい声で歌いました。 エミ先生と英語学習を
笑顔いっぱいに一生 しました。3 年生は 20
懸命に歌う姿が素晴 までの数の学習で、片
らしいものでした。 手で握ったペットボト
各学校の児童の立派な姿に勝山市の未来が ルキャップの数を予想し、数えました。
輝いて見えました。 ＜ 6/12 1 年生給食試食会 ＞
＜ 6/10 すこやかﾌｪｽﾀに参加 ＞ 1 年生の給食の様子を見ていただき、実

2 年生は、開会式の 際の給食を試食して
ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞに手話ｺｰﾗｽ いただきました。子
を発表しました。一 どもたちの食べる量
生懸命な姿が参加し や食べ方を確認され
ている皆さんの心に て、安心された方が
響いたことと思いま 多かったです。栄養
す。5 年生は各ﾌﾞｰｽの 職員が日頃の給食で

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして参加しました。ﾌﾞｰｽを訪れた 心がけている事等を話しました。
方々との会話に心通うものがありました。 ＜ 6/14 あいさつ運動推進協力校 ＞
＜ 6/13 開校記念村岡山登山 全校生＞ 「小さな親切」運動福井県本部の方がの
ペアを組んでいる ぼり旗とたすき等を持

子ども同士が一緒に って依頼に来られまし
登山しました。上級 た。「あいさつ運動推
生は下級生を気遣っ 進協力校」として、さ
てくれました。頂上 らに気持ちの良いあい
では勝山市ジオパー さつが進んでできるよ
ク専門員の町澄秋氏 うに取り組んでいきま
から、見える山の名前などを話していただ す。
きました。全員で校歌の 2 番を歌いました。 ＜ 6/15 ﾍﾟｱ児童が読み聞かせ 全校生＞
＜ 6/14 わいわいタイム 全校生＞ 一緒に登山をしたペアになって、読み聞

8 つの委員会毎に分 かせを行いました。この
かれた縦割り遊び（わ 日、5 年生がペアの相手
いわいタイム）を行い である 3 年生に、図書室
ました。｢ふえおに｣「し で選んだ絵本を読んであ
っぽ取り」等で低学年 げました。優しいひとと
も高学年も一緒に楽し きで、1 日の良いスター
く遊びました。 トとなりました。
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＜ 6/15 公園に出かけよう 1 年生＞ ＜ 6/16 NIE タイム 全校生＞
生活科の学習で、公園へ 毎週金曜日の朝学習は、
出かけました。ルールを 全校で NIE タイムとし
守り、仲良く遊ぶこと、 て新聞に関わる取組をし
草花や生き物の観察をす ています。本日は、準備
ること、交通安全に気を してきた記事について意
つけて道路を歩くことが 見を書いたり、グループ

約束でした。どの約束もしっかりと守るこ で伝え合ったりしていました。１年生はメ
とができ、とても楽しい校外学習になりま ジロのヒナの記事について、考えていまし
した。 た。
＜ 6/16 町探検 2 年生＞ ＜ 6/14 ､ 16 プール掃除 4 ～ 6 年生＞
今回は、自分の住ん 4~6 年生でプール掃

でいる地域のお店や施 除をしました。大小２
設を探検しました。普 つのプールの壁､底､周
段はなかなか見られな りをきれいに磨きまし
い場所を見せて頂いた た。とても気持ちの良
り、貴重な体験をさせ いものになりました。
て頂いたりと、新しい 今きれいな水が入っています。4~6 年生の
発見がいっぱいの時間になりました。 皆さん、ありがとう！
＜ 6/17 敬老会で発表 5 年生＞ ＜ 6/18 1 学年行事 PTA1 学年委員会＞

元気なハピネスダン 奥越高原青少年自然の
スと心に響く歌声で 家で「アドベンチャー
Believe を発表しまし ワールド」というプロ
た。いつもお世話にな グラムを体験しました。
っている村岡町のみな 自然に触れながらの親
さんに感謝の気持ちと 子行事、とてもいい体
ハッピーを届けること 験になりました。

ができました。 ＜ 6/9 花の種や苗をいただきました！ ＞
＜ 6/19 研究授業くりのみ･ひまわり学級＞ 村岡地区に美しい花を

くりのみ・ひまわり さかそうと取り組んで
学級合同での研究授 おられる、まちづくり
業が行われました。 ・むろこの会より花の
６／２３に訪れるエ 種をまいたセルや苗を
ンゼルランドでの計 をいただきました。ブ
画について話し合い ルーサルビア、メラン
ました。グループ内 ポジューム、ジニア等の花が咲くのが楽し

での伝え方やまとめ方の学習を進めました。みです。ありがとうございます。

１日（土）６年学年行事（～２日） １４日（金）保護司会学校訪問
３日（月）全校朝礼 集金日 １６日（日）授業参観 1 校時 学校公開日

いじめ防止対策委員会 教養研修委員会主催講演会 2 校時

４日（火）ﾐﾁﾉｸﾌｸｼﾞｭｿｳ保全活動(６年) 1 学期保護者会
５日（水）お話宅急便 ４年校外学習 １７日（月）海の日
６日（木）AEFA 出前授業(４年) １８日（火）振替でお休み
９日（日）５学年行事 １９日（水）地区子ども会・給食終了

１０日（月）大掃除週間(～１４日) ２０日（木）1 学期終業式
１１日（火）障害者ｽﾎﾟｰﾂ体験学習(4 年) ２１日（金）夏季休業(～８／３１)
１２日（水）お話宅急便 英語集会 勝山市小学校自然観察会

村岡っ子ｸﾗﾌﾞさくら荘訪問 ２５日（火）勝山市豊かな自然体験活動
(５年～２６日)

７月の行事予定


