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親子で取り組み、充実した夏休みを！

科学研究講習会（７月12日）「科学研究に挑戦！」

科学研究講習会（７月12日）「標本を作ろう！」

先日発生しました「平成30年７月豪雨(西日本豪雨)」では、死者が13府県で200人
を超え、全・半壊した住宅が700戸を超えるなど、西日本各地に甚大な被害をもたら
しました。亡くなられた方々に心からお悔やみを申し上げますとともに、被災された
方々が日常生活を取り戻され、被災地域の一日も早い復旧を願ってやみません。
さて、７月25日(水)から８月27日(月)まで、34日間の夏休みとなります。１か月を
超える長期の休みは、夏休みしかありません。刈羽小学校が目指す子どもの姿「自ら
学ぶ子 自ら行動する子 自らきたえる子」の実現に向けても、次のことを親子で話
し合い、取り組んでいただきたいと思います。
① 「自ら学ぶ子」を目指す研究や作品づくり
上 の 写真 は、 柏 崎刈羽 地区科学 技術 教 育 セン ター 専任
所 員 に よる 講 習会の 様子です。こ れら 理 科 をは じめ とし
た 夏 休 みに 取 り組ん でほしいコン クー ル ・ 作品 展の 一覧
が７月６日(金)にお配りしました「学年懇談会資料」に掲載されています。これ
を参考に、研究や作品づくりを親子で取り組んでみませんか。
② 「自ら行動する子」を目指す「私の仕事」
夏休みは、家庭で過ごす時間がいつもよりたくさんあります。そこで、家族の
一員としての自覚を高めるために、「お手伝い」ではなく、「私の仕事」に挑戦さ
せていただきたいと思います。具体的には玄関の掃き掃除、茶碗拭き、庭木の水
遣り等があるかと思います。そして、頑張っている姿を褒めていただけるとあり
がたいです。
③ 「自らきたえる子」を目指す体力づくり
親子で一緒にプールや海水浴、あるいはハイキングやキャン
プなどは、親子の思い出づくりにもなるのではないでしょうか。
また、「ほけんだより かりっこ No.6（７月６日付）」にも
ありますように、三食をしっかりとり、生活リズムを整えるた
めに、親子で一日の過ごし方を話し合っていただきたいと思い
ます。
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６月２２日

本年度も読み聞かせボランティアの皆様のご協力をい
ただき、６月から２月までの８回、全校読み聞かせを実
施します。６月22日(金)は１回目で、各教室でボランテ
ィアさんによる楽しい読み聞かせに、子どもたちは食い
入るようにお話をお聞きしていました。７月13日(金)に
は２回目の全校読み聞かせが行われました。

ふれあい集会

６月２９日

ふれあい集会では、
前半に生活指導主任が
「ふわふわことば い
っぱいの 刈羽小に」
という話をし、「しあわ
せのバケツ」のお手紙をもらった感想を、発表しました。
後半は、ファミリー班で協力して行うゲームをしまし
た。左の写真は「新聞紙にファミリー全員が乗ろう」と
いうゲームで、高学年の子どもたちが低学年の子どもたちをおんぶしている様子です。

保育園運動会ボランティア
かりわ保育園運動会で、６年生５人がボランティ
アとして、協力しました。保育園の職員の方からの
依頼に対して、自分で考え、保育園の子どもたちの
ために、全力で取り組みました。
終わった後の子どもたちは、
「頑張ってよかった」
「役
に立ててうれしい」という満足した表情をしていま
した。

ファミリー給食

７月３日

ファミリー班で、給食を食べました。普段の
ランチルームとは違う会場で、普段一緒に食べ
る同じ学級の人たちとは違うメンバーでの給食
は、いつもとは違うおいしい給食でした。
ファミリーでは、上級生が下級生のお世話を
する姿も見られました。昼休みには、上級生が
下級生と一緒に遊ぶ姿もよく見られます。みん
な仲良しの刈羽小学校の子どもたちです。

６月30日

学習参観（道徳

人権教育、同和教育）

７月６日

１学期最後の学習参観は、
全学級で「特別の教科 道徳」
「人権教育、同和教育」の授
業を行いました。
他の人を思いやる気持ちを
育む道徳や、『生きる』を活用
した人権教育、同和教育に今
後も積極的に取り組みます。お忙しいなか、参観いただき、ありがとうございました。

老人クラブ連合会大運動会

７月７日

第40回刈羽村老人クラブ連合会大運動会が、ラピカで行
われ、開会式でマーチングを披露しました。聴いておられ
た方からは、「５月の運動会の時よりも、大きい音が出て
いてよかったですよ。動きもきびきびしていましたね。」
とお褒めの言葉をいただきました。
運動会に参加された皆さんに、刈羽小学校からのプレゼ
ントができました。

着衣水泳実施

７月１８日～２３日

刈羽小学校では、水泳授業の終わりに全学年で着衣水泳
を実施しています。これは、海や川などに落ちても、自分
の命を自分で守るためです。
服を着ていると、泳ぎにくいことや、ペットボトルなど
を浮きにして長時間浮いている方法などを、体験を通して
学ぶことができました。

人文字による航空写真撮影

７月２０日

創立40周年記念事業の一つである、「人文字による航空写真」の撮影を行いました。猛
暑での撮影でしたが、無事に終了することができました。下の写真は、撮影本番直前に阿
部教頭がドロー
ンで撮影したも
のです。航空機
から撮影した写
真は、記念事業
の記念品とし
て、後日子ども
たちに配付しま
す。

子ども見守りたい懇談会
７月５日(木)に今年度の子ども見守りた
い懇談会が刈羽小学校で行われ、多くの方
からご参加いただきました。当日は刈羽駐
在所の髙橋署長様のご指導の後、各地域の
危険箇所や児童生徒の下校の様子等につい
ての情報交換をしました。短時間ではあり
ましたが、充実した時間となりました。今
後も子ども
たちの安全
を見守って
いただける
ことに、感
謝申し上げ
ます。

創立40周年記念事業実行委員会
７月９日(月)に刈羽小学校創立40周年記
念事業第１回実行委員会が開催され、役員
の皆様が次のように決まりました。今後こ
の役員の皆様を中心に、10月20日(土)の記
念式典及び記念音楽会に向けて、取り組ん
でまいります。
委 員 長 加納 正幸 様（ＰＴＡ会長）
副委員長 渡邉 和幸 様（ＰＴＡ副会長）
阿部 直樹 様（ＰＴＡ副会長)
渡邉阿里沙様（ＰＴＡ副会長）
監
査 山﨑 健三 様（後援会監査）
土田 秀孝 様（ＰＴＡ監査）
参
与 佐藤 道芳 様（後援会長）
堀 光紀 様（教育課長）

９月12日(水)の午後に、刈羽小学校で新潟県・新潟市小学校教育研究会指定の「学習指
導改善調査事業 公開校実践事例報告会」を開催し、１年２組（田中教諭）、４年（吉田
教諭）、５年（星野教諭）の国語の授業を公開します。当日は、県内の小中学校から100名
を越す先生方が来られます。

8月 の 主 な 予 定
１日（水） グラウンド芝生化工事開始
３日（金） 諸費入金締切日
５日（日） 今井杯ジュニアオリンピック
陸上大会（柏崎市陸上競技場）
１１日（土） 山の日
１３日（月） 学校閉庁日（～１７日）
１５日（水） 村成人式、ふるさと祭り
日本ＰＴＡ全国研究大会
２４日（金） 新潟大会（柏崎市文化会館
アルフォーレ）
日本ＰＴＡ全国研究大会
２５日（土） 新潟大会
（アオーレ長岡、ハイブ長岡）
２８日（火） ２学期始業式
給食開始
２９日（水） ５年自然教室（妙高青少
年自然の家、～31日）
３１日（金） １年親子活動
自転車事故のないように、
ヘルメットを着用し、左側を
一列で走るようご家庭でもご
指導をお願いします。

9月 の 主 な 予 定
１日（土） 刈羽中学校体育祭
３日（月） 発育測定（上学年））
児童朝会、諸費入金締切日
４日（火）
すこやか歯ぐき教室(３年)
５日（水） すこやか歯ぐき教室(４年)
６日（木） 避難訓練、発育測定（下学年）
７日（金） 発育測定、クラブ
１０日（月） マラソン前健康診断
１１日（火） なかよし朝会
学習指導改善調査事業
１２日（水）
公開校実践事例報告会
１４日（金） 全村あいさつ運動
１６日（日） 全地区合同敬老会(２年発表）
１７日（月） 敬老の日
２０日（木） 柏刈親善陸上大会
２１日（金） 陸上大会予備日
２３日（日） 秋分の日
２４日（月） 振替休日
２５日（火） 全校朝会
２７日（木） 大掛臨床心理士巡回相談
２８日（金） 特支協親善運動会
村民大運動会
３０日（日）
(５・６年マーチング）

