
＜布鎌小学校は今年度１４６周年を迎えました＞ 

～～ 布鎌小３つの約束：明るいあいさつ すすんで勉強 やりとおす心と体 ～～                                                  

                                （家庭数配布・地域回覧用） 

                                 令 和 ２ 年 １ 月 ９ 日 

                               栄町立布鎌小学校 

                               学 校 便 り  第 ６ ０ 号 

                               （題字 藤代明見先生） 

 

 

 

 

子供達の「今年の目標」！！ 

 「１年の計は元旦にあり」。これは「一年の計画は年の初めである元旦に立てるべきであり

物事を始めるにあたっては、最初にきちんとした計画を立てることが大切である。」という言

葉です。以下は、学校の「元旦」に考えた子供達の今年の目標です。３学期のこと、次年度の

学年のこと、行事等に関すること… 考えた目標は様々ですが、それぞれの目標に向けて頑張

ります。声かけやアドバイスなど、子供達の頑張る姿をぜひ応援してください。 

（１・３年生は次号に掲載予定です。） 

 

＜２年生＞ 

・３年生になったら、リコーダーをがんばりたいです。 

・３年生になったら、あたらしくはじまるりかをがんばりたいです。 

・わり算をれんしゅうして、かんぺきにおぼえるのをがんばりたいです。 

・かぜをひかずに休まないようにがんばりたいです。 

・あたらしい計算をおぼえて、わり算のわる数、わられる数をおぼえたいです。 

・ぼくはなわとび大会がたのしみです。４はんの友だちといっしょにがんばりたいです。 

・すれものをしないでべんきょうがおくれないようにがんばりたいです。 

・もうひつをミスしないで上手に書きたいです。リコーダーもおぼえたいです。 

・ぼくは、体いくがたのしみです。教頭先生といっしょにいろいろな運動をしたいです。 

・運動をがんばりたいです。二じゅうとびやこうさとびができるようにがんばります。 

 

＜６年生＞ 

・卒業までの時間に６年生の算数を完ぺきにできるようにしたいです。 

・私は３学期で、中学校に向けて６年生の漢字を完ぺきにしたいです。 

・学力テストの合計点を３３０点にするため、練習問題に取り組む。 

・中学校に向けて、小学校の学習をまとめて卒業する。 

・学力テストに向けて６年生で習う漢字を自分でたくさん勉強して覚える。 

・学力テストのために、たくさん復習や宿題に取り組む。 

・苦手な算数の問題に取り組み、今までの学習をしっかり身につける。 

・卒業までに勉強の復習などをやって、中学に向けて準備をする。 

・６年生なので、下の学年よりも進んで準備や片づけをやる。 

・自分で見つけて、誰よりも早く行動できるようにする。 

布鎌小学校ホームページ公開中（１日の生活の様子や学校便りも掲載しています。） 

検索サイトで、「布鎌小学校」。 または、http://www.catv296.ne.jp/~fukama-es/ へ！ 

※本校のセクハラ、いじめ、体罰対応担当職員は教頭 土橋、養護教諭 臼井です。℡0476-95-0138 



＜４年生＞ 

・算数をがんばります。計算がはやくせいかくにできるようになりたいです。 

・算数の小数のかけ算と分数のたし算をがんばる。 

・けがをしないように気をつける!! 

・きれいな字が書けるようにがんばる。 

・運動がしっかり毎日できるようにする。 

・習字の字をきれいに書く。 

・かぜをひかず、熱を出さず、１年間がんばっていきたいです。 

・バスケットボールのシュートフォームをきれいにしたいです。 

・ゴルフがうまくなるように、毎日練習する!! 

・ぼくは、勉強をがんばりたいです。 

・本を１００さつ以上読みます。 

・算数や文章読かい力が落ちてきたので、その分取りもどしたいと思います。 

・新しい漢字と計算を覚えることをがんばりたいです。 

・算数をよくがんばります。 

・画数の多い漢字を覚えることをがんばります。 

・サッカーの試合で１５点以上決める。 

 

＜５年生＞ 

・漢字を１日２ページ自主学習して覚える。 

・わすれ物を今年はしないことを目標にしてがんばります。 

・わすれ物が多いので、わすれ物を減らしたいです。 

・学力テストで良い点を取れるようにする。 

・わすれ物をしないように、ねる前にランドセルをかくにんする。 

・漢字・計算テストと学力テストで１００点をとれるようにがんばりたいです。 

・今年の４月から６年生になるので、他の学年の手本になれるようにがんばりたいです。 

・低学年のお手本になれるようにがんばりたいです。 

・私はもう少しで６年生になるので、低学年の手本になれるようがんばりたいです。 

・６年生は学校の最高学年なので、低学年のお手本になれるようにがんばります。 

・あと３カ月で６年生になるので、低学年のお手本になれるような行動をしていきたいです。 

・漢字をたくさん練習して、完全に漢字を覚えたいです。 

 

 

 

 

 

 

 学校便り「育て 布鎌の子」NO,59の今学期の予定でお知らせしたものに変更がありまし

たのでご連絡します。 

 ☆ トライやる中学生（栄中１日体験入学） 

     ＜変更前＞ ３月１９日(木) → ＜変更後＞ ３月３日（火） 



＜布鎌小学校は今年度１４６周年を迎えました＞ 

～～ 布鎌小３つの約束：明るいあいさつ すすんで勉強 やりとおす心と体 ～～                                                  

                                （家庭数配布・地域回覧用） 

                                 令 和 ２ 年 １ 月 １ ７ 日 

                               栄町立布鎌小学校 

                               学 校 便 り  第 ６ １ 号 

                               （題字 藤代明見先生） 

 

 

 

 

書初め大会・書初め展 

 １４日（火）～２４日（金）までの期間に、校内書初め展として２階多目的ホールに児童の

書初め作品を掲示しています。１月８日に２年生、９日１年生と３～６年生が書初め大会を行

い、そこで書いた作品を展示しています。３～６年生は、１２月１１日（水）に講師の先生を

お招きし、書初め練習会を実施しました。また、冬休みの課題として書初め練習をしたり、作

品作りを行ったりしました。保護者の皆様にはご協力いただきありがとうございました。書初

め大会では、それらの練習の成果を発揮し、集大成としての書初め展となります。子供達がが

んばって書いた書初め作品をぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

１年生作品           ２年生作品         ３年生作品 

 

 

 

 

 

 

 

４年生作品           ５年生作品         ６年生作品 

 

 

 

 

 

 

布鎌小学校ホームページ公開中（１日の生活の様子や学校便りも掲載しています。） 

検索サイトで、「布鎌小学校」。 または、http://www.catv296.ne.jp/~fukama-es/ へ！ 

※本校のセクハラ、いじめ、体罰対応担当職員は教頭 土橋、養護教諭 臼井です。℡0476-95-0138 



子供達の「今年の目標」！！ （１・３年生編） 

＜１年生＞ 

・スイミングで体をきたえ、クロールでは５０ｍおよぐことをめざします。 

・たいそうをやって、もっとからだをやわらかくしていくようがんばります。 

・たいそうのむずかしいわざでも、できるようにがんばります。 

・おしゅう字でもノートにかく字でも、かたちよくかけるようにがんばります。 

・２年生になったら、とびばこ４だんをこわがらずにとべるようにがんばります。 

・おかあさんにいわれなくても、つかったものはすぐかたづけるようにしたいです。 

・やきゅうをつづけていき、バッティングをもっとうまくしていきたいです。 

・２年生になって、早くかけざん九九をやって、できるようになりたいです。 

・２年生のすもう大会では、１回でもかてるよう、からだをきたえていきます。 

 

＜３年生＞ 

・漢字をいっぱい書いて、字をていねいにしたい。 

・毎日きゅう食をのこさず全部食べて元気に生活したい。 

・漢字テストでがんばって、百点を取りたい。 

・学力テストでいい点を取りたいので、自主学習をがんばりたい。 

・運動をたくさんして、もっと足を速くしたい。 

・今年はたくさん本を読んで、いろいろなことを知りたい。 

・毎年ふく学級委員にはなっているけれど、学級委員長にもなってみたい。 

・毎日わすれ物をしないように、ランドセルの中に全部入っているか確認する。 

・きゅう食をのこさずいっぱい食べたい。 

・先生とかかんけいなく、だれにでもあいさつをしたい。 

・毎日、元気に学校に来て勉強をする。 

・毎日きゅう食をモリモリ食べたい。 

・学校の時間に間に合うように、早ね早おきをする。 

・全体に字をていねに書いて、ノートなどを見やすくする。 

・勉強で苦手な問題をドンドンなくしていきたい。 

・毎日元気にあいさつしたい。 

・毎日わすれ物をないようにしたい。 

・ノートをきれいにまとめて、きれいな字で書く。 

・てい学年がこまっていたら、すぐ声をかけてあげたい。 

・今年もおうえんだんになって、運動会をもり上げたい。 

 

避難訓練 

 ９日（木）に、避難訓練を行いました。今回は火災を想定したもので、理科室から出火した

場合の避難の仕方について確認しました。地震などの避難訓練では、校舎に２つある階段を両

方使い避難しますが、今回は校舎西側にある理科室から出火したということで、西側の階段は

使用せず、東側の階段を使用しました。また、東側階段から西側へ移動しなければならない児

童昇降口は使用せず、図書室脇の出入り口から避難しました。いつもとは異なる避難の仕方で

したが、子供達はいつも通り、「おかしも」の約束をしっかりと守り避難できました。 



＜布鎌小学校は今年度１４６周年を迎えました＞ 

～～ 布鎌小３つの約束：明るいあいさつ すすんで勉強 やりとおす心と体 ～～                                                  

                                （家庭数配布・地域回覧用） 

                                 令 和 ２ 年 １ 月 ２ ０ 日 

                               栄町立布鎌小学校 

                               学 校 便 り  第 ６ ２ 号 

                               （題字 藤代明見先生） 

 

 

 

 

冬の運動練習スタート 

 １４日（火）から２月１４日（金）までの予定で、冬の運動練習（朝練習のみ）がスタート

しました。４～６年生の希望者３０名が参加しています。冬の運動練習の目的は、「①課外活

動を通して、体育活動に興味関心を持ち、体力と技能を伸ばす。②来年度の陸上大会に向けて、

体力と技能の向上を図る。③友達と協力して、一つのことに取り組むことができる。」ことで

す。また、６年生は中学校で運動部活動に入部する児童にとっ 

て事前の体力向上にもつながります。冬の寒さが厳しくなる時 

季ですが、負けずに最後までやりとおすことができる心と体を 

鍛えてほしいと願っています。保護者の皆様には、朝早くから 

児童を送り出していただくことになります。児童の心身の健康 

増進・体力向上のため、ご支援ご協力をよろしくお願いいたし 

ます。 

 

３年生 龍角寺・房総のむら見学 

 １５日（水）３年生が社会科学習「昔のくらし」の一環として、龍角寺と房総のむらの見学

に行きました。房総のむらでは、「昔の生活について調べ、興味を持つことができる。」ことを

めあてとしていましたが、当日はあいにくの雨で、体験活動は十分にできませんでした。むら

では、こま回し、お手玉、おはじきなどの昔遊びを所員の方に教えていただきながら、一緒に

遊ぶことができました。龍角寺では、住職さんや町の生涯学習課の方から、お寺について詳し

く教えていただきました。龍角寺は、今から約１３００年前に建立されたこと、御本尊である

「薬師如来坐像」は、国の重要文化財に指定され、１年に１度だけ御開帳されること（１５日

は、３年生のために特別に見せてくださいました。）等、を知ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

龍角寺で               房総のむらで遊び体験 

布鎌小学校ホームページ公開中（１日の生活の様子や学校便りも掲載しています。） 

検索サイトで、「布鎌小学校」。 または、http://www.catv296.ne.jp/~fukama-es/ へ！ 

※本校のセクハラ、いじめ、体罰対応担当職員は教頭 土橋、養護教諭 臼井です。℡0476-95-0138 



６年生租税教室  

 １５日（水）の３校時に６年生対象の租税教室がありました。これは、社会科の「わたした

ちの生活と政治」の「税金の働き」についての学習の一環として行われ、栄町役場の税務課か

ら２名の方を講師にお迎えし学習しました。租税教育の目的は、「租税に関する意義、役割、

仕組み等の租税制度を知るとともに、申告納税制度の理念や納税者の権利及び義務を理解し、

社会の構成員としての正しい判断力と健全な納税者意識を持つ 

国民を育成すること」です。子供達にとっては、消費税は身近 

ですが、その他のいろいろな税やその使われ方、税金の必要性 

や大切さについては、まだ十分理解できていないところもあり 

ます。今回の学習では、税金クイズを考えたり、税金の使われ 

方のＤＶＤを見たりと楽しみながら学習を進め、理解を深める 

ことができました。 

 

５・６年生校外学習 

 １６日（木）５・６年生がそなエリア東京・日本未来科学館へ校外学習に行きました。そな

エリア東京は東京都江東区にある「東京臨海広域防災公園」内にある「防災体験学習」施設で

す。布鎌小は今年度より防災教育の研究を行っており、防災について体験学習を行うことがで

きる本施設を校外学習の行き先としました。 

 そなエリア東京では、一人一人タブレットをもち、地震発生後の７２時間の生存力をつける

ことを目的として、災害の発生場所ごとの問題に答えながら見学を進めました。また、災害と

くらしの学習として、災害時にどうしたら良いかの DVDを見たり、災害に関する「かるた」や

「すごろく」などのゲームをしたり、災害時に使える新聞紙やビニール袋でできる簡単食器や

雨具、スリッパなどの簡単工作をしたりするなどの体験を行いました。子供達は、これまでの

学校で学習したことを振り返りながら、熱心に取り組んでいました。 

 日本科学未来館では、５・６年生混合のグループに分かれ、各ブースの見学・体験をしまし

た。セラピー用アザラシ型ロボット「パロ」と触れ合ったり、ヒューマノイドロボット「ASIMO

（アシモ）」の実演で、「ASIMO」の駆け足、片足跳び、ボール蹴りなどの軽やかな身のこなし

に感嘆の声をあげたりしていました。最新のテクノロジー、地球環境、宇宙探求、生命の不思

議など様々な科学技術を十二分に堪能することのできる素晴らしい機会となりました。 

 未来館でのグループ見学、行きのバスレクでは、５・６年生みんなで協力しながら楽しく活

動することができました。６年生にとっては小学校生活で最後の大きな校外活動であり、５年

生とふれあいながら楽しく学習することができ、良い思い出となりました。朝早くから子供達

を送り出していただくなど準備をしていただきました保護者の皆様、ありがとうございました。 

 



＜布鎌小学校は今年度１４６周年を迎えました＞ 

～～ 布鎌小３つの約束：明るいあいさつ すすんで勉強 やりとおす心と体 ～～                                                  

                                （家庭数配布・地域回覧用） 
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                               栄町立布鎌小学校 
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一年の計は・・・ ２月を迎えて 

 学校便り「育て 布鎌の子」第６０号（R2.1.9）、６１号（R2.1.17）でご紹介した通り、子

供達は様々な目標をもって令和２年をスタートさせました。最近はよく「PDCA」ということが

言われます。「P」→ Plan（計画）、「D」→ Do（実行）、「C」→ Check（評価）、「A」→ Action

（改善）を繰り返していくことで、目標の実現とより高い質的向上を図るものです。目標の実

現には計画を立てるだけではなく、具体的な手立てにより実行し、その取組の状況や更にどう

していけばよいかの確認をし、それに向ってさらなる具体的な実践をしていくことが大切では

ないでしょうか。 

 子供達が今年の目標を立ててからひと月ほど経ちました。お子様の「今年の目標」はどんな

事だったでしょうか。また、「毎日の生活の中で、具体的にどんなことに取り組んでいるでし

ょうか。」 そして、今年の目標に対する「進捗状況」はどうでしょうか。学校でも学級での活

動の一つとしたいと考えますが、ご家庭でも、新年からひと月が経ったこの時期に、今年の目

標を再確認し、できているところをほめていただくなどしながら、今後の取組方などについて、

話題にしていただければ幸いです。 

布鎌小漢字計算テスト 

 ２２日（水）２校時に布鎌小漢字計算テストが実施されました。これは、児童の漢字の習得、

計算の技能向上のため毎年行っているもので、一人一人が今年度の漢字や計算の学習の総まと

めとして、どれくらいできているかを確認するとともに、苦手とするものにはどんな傾向があ

るかを把握するために実施しています。当日はどの学級でも児童は、これまでの学習の成果を

生かし、一生懸命に問題に取り組んでいました。各ご家庭でも、結果を確認していただくとと

もに、お子様が苦手としているところはどういったところなのかをご確認いただきながら、家

庭学習にいかしていただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

１年生            ４年生            ６年生 

布鎌小学校ホームページ公開中（１日の生活の様子や学校便りも掲載しています。） 

検索サイトで、「布鎌小学校」。 または、http://www.catv296.ne.jp/~fukama-es/ へ！ 

※本校のセクハラ、いじめ、体罰対応担当職員は教頭 土橋、養護教諭 臼井です。℡0476-95-0138 



２月の予定 

 

スクールカウンセラー教育プログラム授業 

 ２０日（月）３校時（３年生）、４校時（１・２年生）に、 

スクールカウンセラーの飯箸先生による特別授業がありました。 

飯箸先生には毎月１回教育相談として、子供達の様子を見ていた 

だいたり、一人一人と個別面談をしていただいたり、必要に応じ 

て保護者の方と面談をしていただいたりしています。この日の３ 

年生は、「友達のことをもっとよく知ろう」をテーマとした授業          ３年生 

をしていただきました。授業は、じゃんけんゲームから始まり、 

「アドジャンゲーム」をしました。これは、「４人グループの子 

供達が指で０～５までの数を出し、その数の合計数の番号にある 

テーマ（例えば「最近うれしかったことは？」）について、話し 

合う。」ものです。子供達は、楽しみながら取り組み、友達の答 

えを興味深く、そして、肯定的に聞き合うことができました。 

授業後には、「友達のことをいろいろ知ることができて良かっ 

た。」「普段より友達と触れ合えてうれしかった。」といった感想        １・２年生 

があげられました。友達のことを改めてよく知り、考えることができ、コミュニケーションを

深める授業になりました。また、１・２年生は、「いじめられたらどうしよう」をテーマとし

て、紙芝居などを通して、いじめは絶対にいけないということを、改めて子供達みんなで確認

しました。 

日 曜  内 容 

 3 月 委員会活動 

 4 火 全校集会  

 6 木 放課後ふれあい教室 

 7 金 
集金袋配付 防災授業研修会 ５時間日課 

下校１４：５０  

10 月 集金日 スクールカウンセラー来校 

12 水 避難訓練 

13 木 
なわとび大会（体育館 １３：００～１３：２０）  

地域ミニ集会（２階多目的ホール １４：００～１５：３０） 

14 金 特別支援学級「卒業を祝う会」（ふれあいプラザさかえ） 

19 水 県学力標準テスト（１日目） 短縮５校時 下校１３：４５ 

20 木 県学力標準テスト（２日目） 短縮５校時 下校１３：４５ 

25 火 クラブ活動（１～３年生 ５時間日課 下校１４：５０）  

27 木 放課後ふれあい教室 

２月１３日（木） 

☆ 地域ミニ集会 

千葉科学大学危機管理学部

教授の藤本一雄先生におい

でいただき、「学校・地域に

おける防災対策」についての

お話をお聞きします。保護

者・地域の多くのみなさんの

参加をお待ちしております。 

※児童は、図書室で下校待機  

 することができます。 



＜布鎌小学校は今年度１４６周年を迎えました＞ 

～～ 布鎌小３つの約束：明るいあいさつ すすんで勉強 やりとおす心と体 ～～                                                  

                                （家庭数配布・地域回覧用） 

                                 令 和 ２ 年 ２ 月 ３ 日 

                               栄町立布鎌小学校 

                               学 校 便 り  第 ６ ４ 号 

                               （題字 藤代明見先生） 

 

 

 

 

新１年生保護者入学説明会 

 １月２９日（水）新入生保護者入学説明会が行われました。１０月に行われた就学時健康診

断でご来校いただいてから約３カ月。今日は保護者の方のみご来校いただき、入学を迎えるに

あたってのお願いや入学に係る手続き等について説明をさせていただきました。来年度の入学

予定児童数は１１名と、平成３０年・３１年度の２年連続で１０名を下回っていた入学児童数

から若干増えることとなっています。説明会では、学校から布鎌小学校の様子や学用品につい

て、健康な生活を送るために（保健関係）、入学式の予定等についてお話をさせていただきま

した。また、給食センターから給食費等について、社会福祉協議会から学童についてのお話が

ありました。その後、PTAの役員選出も行い、新年度の役員を選出していただきました。最後

に、必要な学用品の販売がありました。入学まで２カ月余り、新入学予定のお子さんたちはワ

クワクドキドキ胸を躍らせているところではないでしょうか。楽しいことがたくさんの布鎌小

学校で４月の入学式、お待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県からのお知らせ 

 ○自転車保険等の確認をお願いします 

 千葉県では、平成２９年４月１日に「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する 

 条例」が施行され、関係者にそれぞれの役割が求められることとなりました。特に、保 

 護者は、子どもが自転車を利用する際の損害賠償保険等の加入やヘルメットの着用に努 

 めなければならないとされています。保護者の皆様におかれましては、条例に則り、特 

 に以下の３点について、御対応くださいますようお願いいたします。 

 １ 交通安全、交通ルールやマナーなど普段からお子様と話し合うようにしましょう。 

 ２ お子様と一緒に自転車の整備点検を行いましょう。 

 ３ 保険の加入について御家庭で確認し、保険の加入に努めましょう。 

（裏面：自転車保険についてのお知らせ） 

布鎌小学校ホームページ公開中（１日の生活の様子や学校便りも掲載しています。） 

検索サイトで、「布鎌小学校」。 または、http://www.catv296.ne.jp/~fukama-es/ へ！ 

※本校のセクハラ、いじめ、体罰対応担当職員は教頭 土橋、養護教諭 臼井です。℡0476-95-0138 



 



＜布鎌小学校は今年度１４６周年を迎えました＞ 

～～ 布鎌小３つの約束：明るいあいさつ すすんで勉強 やりとおす心と体 ～～                                                  

                                （家庭数配布・地域回覧用） 

                                 令和２年２月１０日 

                               栄町立布鎌小学校 

                               学 校 便 り  第 ６ ５ 号 

                               （題字 藤代明見先生） 

 

 

 

 

 

  地域ミニ集会 

  今週２月１３日（木）には、地域ミニ集会を開催いたします。今年度は既にご案内の 

 とおり、千葉科学大学危機管理学部教授の 藤本 一雄先生 にご講演いただくこととなり 

  ました。藤本先生は、「ハザードマップの作成・利活用方法」「市民の防災行動促進のた 

 めの意思決定支援」「個人・組織の防災・減災＋危機管理への取り組み方と GIS（地理情 

 報システム）の応用」「災害・防災情報の伝達方法」などについて主に研究され、その成 

 果を地域社会に還元していくことで、より安全で安心して暮らせる社会の実現を目指し取り 

 組まれているとのことです。（千葉科学大学 HPより）  

  講演会当日は、「学校・地域における防災対策」についてを演題として、学校と地域が 

 連携した防災について幅広い視点でお話をいただきます。昨年も台風等による被害が多 

 く発生し、防災について喫緊の課題となっているところです。今年度は、学校でも防災 

 教育を研究テーマとして、「自らの身の守り方」について学習を進めているところですが、 

 保護者・地域の皆さまにもこの機会に多数ご来校いただき、共に「学校・地域における 

 防災対策」について考え、意見を交流することができればと考えております。 

  多くの皆様のご来校をお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 〇期 日 令和２年２月１３日（木） １３時００分 ～ １５時３０分 

 〇日 程 １３：００～１３：２０ なわとび大会（体育館） 

         ＊縦割り班で８の字とびの回数を競います。 

      １３：３０～１３：４０ 帰りの会 

   １３：４５ 全校下校  １３：５３ バス 

   １４：００～１５：３０ 地域ミニ集会（２階多目的ホ－ル） 

      ＊講演「学校・地域における防災対策」 

       講師・・千葉科学大学危機管理学部危機管理学科 

教授 藤本 一雄 氏 

 〇その他 ・地域ミニ集会の間、小学生は図書室にて待機させておくことができますの 

              で、講演後に一緒に帰宅していただくことができます。 

       １２日（水）までに担任へお知らせください。   

      ・児童昇降口よりお入りください。 

      ・スリッパをご持参ください。 

布鎌小学校ホームページ公開中（１日の生活の様子や学校便りも掲載しています。） 

検索サイトで、「布鎌小学校」。 または、http://www.catv296.ne.jp/~fukama-es/ へ！ 

※本校のセクハラ、いじめ、体罰対応担当職員は教頭 土橋、養護教諭 臼井です。℡0476-95-0138 

なわとび大会も

ご自由に見学を

どうぞ。 



全校集会 

 ２月４日（火）２月の全校集会を行いました。書初めや造形展、赤い羽根募金協力への賞状

授与、校歌、６年生の栄っこ宣言、１・２年生の群読、校長の話という内容でした。受賞した

児童は皆返事よく、良い態度で賞状を受け取ることができました。１・２年生の群読は、これ

までの練習の成果をしっかりと出し切り、自信をもってすばらしい発表ができました。 

 校長挨拶では、「読書は１月に５冊。学校便りは１月に５号。昨年が４号だったので、どち

らも順調なスタートです。」とお話ししました。前号の学校便り「育て 布鎌の子」第６３号

（R2.1.31）号で「立てた目標に対しての確認をする。」という話題を記載しました。１月の始

業式の校長挨拶の折に、「読書を年間５０冊。学校便りを７０号出すのが目標です。」というお

話をしました。その進捗状況についてのお話が冒頭の言葉になります。子供達にも目標を確認

し、修正したり、場合によっては変更したりするなど、立てた目標を意識しながら生活できる

ようになってほしいと願っています。 

 また、交通安全の話もしました。「道を横断する時は手をあげて、渡りましょう。」とよく話

をします。では、なぜ手をあげるのか。一つは自分の存在を運転手の方に示すことにあります。

しかし、もう一つの意味もあると考えます。それは、「自分が左右確認したことを自分自身で

確認するため。」と考えます。駅員さんなどが、指をさし、声を出しながら確認作業をしてい

るところを見ることがあります。これは、指差喚呼（しさかんこ）といい、作業対象の安全確

認のために行われる行為です。少し意味合いは異なるかもしれませんが、子供達にも、自分が

左右確認したことを、手をあげて渡ることで、改めて安全を確 

認することができるとよいと思います。話の中でも、たとえ車 

が来なくても、左右の確認を行い、手をあげて渡ることで、確 

認作業を行ったことを自分自身に意識付けられるよう声掛けを 

したところです。 

 目標のこと、交通安全のこと、いずれもご家庭での声かけも 

お願いいたします。 

 

防災学習 

 ２月７日（金）５校時（５年生）・６校時（６年生）が防災に関する学習を行いました。５

年生は「もしもの時、あなたならどうする？」、６年生は、「もしも避難所で生活することにな

ったら？」というテーマで学習しました。５年生は、防災ゲームを通して、災害時に命を守る

ためにはどのように行動したらいかを考えました。６年生は、避難所生活とはどんなもので、

どういった苦労ややらなくてはならないことがあるかを学びました。学習後は、家庭学習とし

て、５・６年生ともに「学習したことをお家の方へ伝え、感想をいただこう。」としました。

ご家庭でも子供達とともに考えて 

いただけたのではないかと思いま 

す。ぜひ、他学年でも、この機会 

に、「災害時に命を守るための行 

動」や「災害時の避難所生活」に 

ついて話題としていただき、もし 

もの時にどうしたらよいのかを考 

えていただければ幸いです。     ５年生          ６年生 


