
 

１学期もあと３週間です  
校長 西澤 盛和  

 

 ７月１２日の遠泳大会に向け、子どもたちは頑張って練習しています。この遠泳大会を

はじめ、常日頃より本校の教育活動にご理解ご協力を賜り、地域の皆様、保護者の皆様に

は、心より感謝を申し上げます。おかげさまをもちまして、１学期もあと３週間を残すの

みとなりました。１学期の総まとめをしっかりと

行い、子どもたちが各自の目標をもって夏休みを

迎えることができるように指導していきます。  

 夏休みは子どもを大きく成長させます。ぜひ有

意義な夏休みにしてほしいと思います。有意義さ

とは「どこに出かけた」とか「特別なことをする」

とかではなく、学校が休みという束縛のない毎日

をどう規則正しく生活し、自分の計画を実行して

いくのかということであり、その中でどれくらい

心を動かすことができるかだと思います。読書に

よってでも、小笠原の自然によってでも、親子の

ふれあいによってでも、心は動きます。そして動

かせば動かすほど心は豊かになるといわれます。

夏休みには心が動く経験をたくさん積んで、大き

く成長してほしいと思います。  

 

７月の行事予定  16 水  児童集会 (ゲーム ) 

１  火  ２･４年（読）       ○補 ヨーグルト飲料  17 木  避難訓練  ３年ゾウムシ講演④  

２  水  児童集会（７･８誕生）  安全指導   18 金  終業式 800- 完全下校 1215 

３  木  １･３ ･５年 (読 )  都学力調査  保護者会１～３弁なし  19 土   

４  金  ６年（読）            ＳＣ来校  20 日   

５  土   21 月  海の日   夏季休業日始  

６  日   22 火  学びの場①  プール①  

７  月  全校朝会           ○補 ヨーグルト  23 水  学びの場②  プール②  

８  火  ２年（読）  24 木   

９  水  児童集会（音楽）  芝生の日  職員会議  25 金   

10 木  １･３年 (読 ) 仲良しお弁当会  26 土   

11 金  ＳＣ来校  27 日   

12 土  遠泳大会  28 月   

13 日  遠泳大会予備  29 火   

14 月  振替休業日  30 水   

15 火  
全校朝会  弁当終  大掃除⑤  ○補 ヨーグルト  

夢セン（５年）③④  
31 木  
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校長 西澤  盛和  

７月３日 (木 )は保護者会です 

保護者会の際、村学力調査の結果に

ついて、資料をもとに学校の考え方をお

知らせし、一人一人の個票を返却しま

す。この個票には、偏差値、学校内順位

などが記載されています。小学生の発達

段階では個票の理解が難しい学年があ

り数値だけを見て一喜一憂したり、子ども

たち同士で順位を決めつけたりするような

ことがないように十分配慮するとともに、

ご家庭でも有効に活用していただきたい

との考えから、子どもにではなく保護者の

皆様に直接お返しすることにしました。  

保護者会にはご多用だとは存じます

が、ぜひともお越しくださいますよう宜しく

お願いします。 



                                     

体育的行事委員会  桂川紗和  
【遠泳大会】応援よろしくお願いいたします。 
日時：7 月 12 日(土)9:10～10:45 
予備日 7 月 13 日(日) 
内容：5･6 年生 遠泳（青灯台から大村海岸） 
   3･4 年生 チャレンジスイム (前浜) 
   1･2 年生 水遊び、応援  
【夏季水泳指導】泳力別指導を中心に行います。 

〔前期〕7 月 22 日(火)23 日(水)の２日間     
〔後期〕8 月 25 日(月)26 日(火)27 日(水) 

28 日(木)29 日(金)の５日間 
※28 日(木)は検定日となります。 

 時間:4～6 年生 9：00～10：15 
1～3 年生 10：30～11：45 

  
研究主任 加藤 真市  

【スキルタイム】  
 時間：13 時 15 分～13 時 30 分  
 内容：漢字ドリル、計算ドリルでの復習  
    ひらがなや新出漢字練習、百マス計

算等  
 ※基礎学力の定着を図るため、全学年で補

充的な学習を、学年によって弾力的に取
り組んでいます。  

【学びの場】  
 期間：夏季休業中（７日間）8:00～8:45 
対象：４～６年生   
内容：前年度の学習や１学期の振り返り  

夏休みの宿題  
※生活のリズムをつくり、２学期に向けて
準備を行います。  

             担当 清水 智  
○安全な海での遊び方をしよう  

安全に、楽しく、未来も遊べるように以下の３点に

ついて指導しています。ご家庭でもご確認ください。 

①１人で行かない。 (４年生までは保護者同伴。５・

６年生は３人以上で ) 

②走って飛び込まない。  

③ゴミは持ち帰る。  

○夏休みを楽しく安全に過ごそう  

夏休みは、これまでの学校生活とは違って、自由

な時間がたくさんあり行動範囲も広がります。  

遊ぶ場所の選び方や保護者への連絡、面識のない大

人へ適切な対応をとり、夏休みを有意義で楽しく過

ごしてもらいたいと思います  

 
 ７月の生活目標 

夏休みに向けて  生活指導主任 田中成和  

☆安全に気をつけて！   ４つの「あ」と「い」                    

＜知らない人にはついていかない・もらわない！＞  

多くの観光客が来島する時期です。見知らぬ人の

自動車に乗ったり、物をもらったりすることのない

ようにします。防犯の合い言葉「いかのおすし」を

思い出しましょう。  

＜交通事故に気をつけよう＞ 

ブレーキ、タイヤ、ライトなどの自転車点検を必ず行い、

前後左右の安全の確認をして、交通規則を守り、事故に

遭わないように十分に注意しましょう。  

＜楽しく泳ごう！＞  

海では思わぬ事故やけがが起こりがちです。「青

灯台の約束」を守り、安全に遊泳しましょう。  

☆生活のリズムを崩さないために！  

元気に学校に通う事を通して生活のリズムがで

きています。夏休みの計画を立てると共に、ご家庭

で話し合い、「我が家のルールづくり」に努め、規

則正しい生活が送れるようにしましょう。  

☆新発見・新体験をしよう！  

夏休みの間しかできない体験をしよう。海・山で

の新発見読書、工作、生き物観察、いろいろな実験、

体を鍛える (ラジオ体操も )などじっくり取り組み

ましょう。１学期の復習や苦手な科目の克服に取り

組みましょう。４年生以上は、学校で行う『学びの

場』に積極的に参加しましょう。夏休みにしか学べ

ないことは、たくさんありそうです。  

遠泳大会・夏季水泳指導  

学びの場・スキルタイム  

           担当 斎藤 直樹 
「ものを大切にしよう」          
 １学期のまとめの時期になりました。長い休み
に入る前に１学期の生活を振り返り、休みを有意
義に過ごせる計画を立てたり、身のまわりの片付
けをしたりしていきます。  
・次の人が気持ちよく使えるよう、使ったも  
のを元に戻したり、きれいにしたりする 

・自分の持ち物に記名をし、なくさず最後ま
で使う 

・計画的に道具を持ち帰る 
などを中心に学年に応じて学校では指導をし

ていきます。  

 

７月の安全指導 

                               ５年担任 渡邊 義男  

おが小の５年生だけの特権、小笠原諸島でのキャンプ宿泊体験。スローガンは、「友だちと仲

良く楽しく協力し、友情を深め  一生の思い出にしよう  小港キャンプ」でした。活動中は天気

にも恵まれ、深夜の雨と風をテント内で過ごすのもいい経験となりました。「ガイド体験」「コ

ぺぺの釣り」「夕食作り」「ビーチレク」「  

キャンプファイヤー」「ナイトハイク」子  

ども達が中心となって活動を進め、笑顔一  

杯のキャンプになりました。  

直前のクラスレクや食材の配達や差し入  

れ等保護者の皆様に多くのご協力をいただ  

きました。ありがとうございました。この  

場を借りて、お礼申し上げます。  

 

 

ます。      ５年担任 渡邊 義男  

 

 

  

小港キャンプ  

７月の生活指導 

 


