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「打てばひびく 江南の強い子」
校長 一荒 木 興

３学期が始まり１０日が過ぎました。今年度の授業日数もあと４２

日（６年３８日 、インフルエンザなどの予防に努めながら、一日一日）

を大切にして１年間のまとめの学期を過ごしていきたいと思います。

さて、始業式の日から雪の日が続きました。そんなとき、５年生と

６年生の子どもたちは自主的に雪片付けを手伝ってくれます。私が「○

○○の雪片付けをお願いします 」と声をかけると「はい！」と元気に。

引き受けてくれる子どもたちに、朝の元気をもらう日々です。

始業式では子どもたちに響きのよい太鼓のように「打てばひびく 江

南の強い子」になろうという話をしました。呼びかけられた時の元気

な返事やあいさつ、受け答えや行動の大切さを考えさせ、子どもたち

の姿を認め後押ししていく取組です。こうした取組が子どもたちの自

信や主体性につながっていく第一歩と考えているからです。

３学期をスタートした子どもたちの素直で明るく前向きな姿を応援し続けていきたいと思いま

す。そして、家庭・地域とともに子どもたちを育む江南小学校の教育を大切にしていきたいと考

えています。今後とも変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

３回にわたったスケート教室を終え、スケート記録会

が計画されています。どうぞ子どもたちの様子を参観、 昨年は体育館工事のため実施できま

応援いただければ幸いです。 せんでしたが、今年は売市えんぶり組

のご協力で開催の運びとなりました。○スケート記録会 ２月３日（金）９：１０～（予定）

：長根リンク １・２年 ホッケースケートリンク 保護者の皆様のほか、地域の方の鑑

３年～ スピードスケートリンク 賞もできますので、お誘い合わせの上

開会式（全校で） ９：１０～ ご来校ください。

○えんぶり鑑賞会模範滑走・氷上練習 ９：４０～

２月１７日 金 １３：３０～(予定)競技開始 ９：５０～その後自由滑走 （ ）

閉会式（全校で） １１：３０～ 体育館入口から入場ください。

。 。１・２年は開会式終了後ホッケーリンクへ移動します 防寒対策と上履き持参をお願いします

道徳の授業の充実に向けて
今年度は八戸市道徳教育研究会のみなさんや市内の小学校の先生方に、５年

生、６年生の道徳の授業を参観いただく機会をもちましたが、来年度もこう

した実践が認められ、道徳の授業を参観いただくことになりました。

９月１５日に開催される「三八管内道徳教育研究協議会」の会場校とし

て推薦を受けたためです。当日は３つの学年での授業公開の予定で三八管

内の全ての学校からの参加者と初任者研修対象者が本校に集まります。

平成３０年度から全面実施となる「特別の教科 道徳」の充実に向けて、

道徳の授業の充実に取り組んでいきたいと思います。

教育目標 強い子になろう



今年度最後の参観日が開かれます。
平成２９年２月２８日(火)１ 開催日

２ 日 程 １４：００～：５校時 参観授業
１５：００～：全体会(図書室)
１５：２０～：学級懇談

※ 保護者を待つ児童のために研修室を待機場所とし
て設定いたします。今年度最後の参観日となります
ので、多数ご参加くださいますようお願いします。

※ １月に実施した学力検査結果を配付いたします。

社会を明るくする運動作文コンテスト○
青森県更正保護女性連盟会長賞 ６年 平 山 樹
読書感想画中央コンクール○
小学校低学年指定の部 優秀賞 ２年 白石れもん

優良賞 ２年 小泉 璃子
○第35回全国児童画コンクール

入 選 ４年 根城 智美
第3８回青森県スポーツ少年団フェスティバルスケート競技会○
500ｍ 第１位 ３年 富岡 輝也(記録1:03:30) 500ｍ 第１位 ４年 毛利佐和子(記録57:35)
500ｍ 第１位 ５年 根城 理実(記録50:87) 1000ｍ 第１位 ５年 根城 理実(記録1:42:26)
500ｍ 第４位 ５年 富岡 耕大(記録55:20) 1000ｍ 第４位 ５年 富岡 耕大(記録1:55:56)
第3１回三浦安男記念スピードスケート競技会○
100ｍ 第４位 １年 富岡 菜緒(記録19:06) 100ｍ 第１位 ２年 小泉 璃子(記録15:82)
300ｍ 第１位 ２年 小泉 璃子(記録41:39) 500ｍ 第２位 ２年 小泉 璃子(記録1:12:92)
500ｍ 第３位 ３年 富岡 輝也(記録59:22) 1000ｍ 第２位 ３年 富岡 輝也(記録2:04:09)
500ｍ 第２位 ４年 毛利佐和子(記録55:52) 1000ｍ 第２位 ４年 毛利佐和子(記録1:53:22大会新)
500ｍ 第１位 ５年 根城 理実(記録51:64) 1000ｍ 第１位 ５年 根城 理実(記録1:46:12)
1000ｍ 第５位 ５年 富岡 耕大(記録1:49:68) 最優秀賞 ５年 根城 理実

インフルエンザ等の感染予防について

・うがい、手洗い、マスクの着用、十分な休息等、予防に努め、朝の家庭での健康観察で発熱や
咳など体調不良の際は無理をさせず休ませてください。
・万が一インフルエンザと診断を受けた場合は、医療機関の指示に従い、解熱後２日間かつ発症
後５日間が経過していない時は欠席の対応をお願いします。(出席停止措置)
・流行期には、人混みへの外出はなるべく避けるようお願いします。
※咳やくしゃみのある時には学校準備のマスクを着用させますが、咳症状の時はマスクの携行を
お願いします。予防のためのマスク携行やお茶うがい等の準備はご家庭の判断でお願いします。

１日 安全点検日 安全情報定期テスト配信 １３日 新入生保護者説明会

なかよし特別集会 来校 １４日 全校朝会(賞状伝達) 上学年学習会ALT
３日 校内スケート記録会 １５日 計算テスト 来校ALT
４日 市小学校図画工作展～５日(福祉体育館) １７日 えんぶり鑑賞会

７日 全校朝会(なかよし記録会) 委員会活動 １９日 県スピードスケート小学生大会

市内小学校スピードスケート競技会(ｽｹｰﾄ部) ２１日 全校朝会(歌) 委員会活動

８日 来校 ２２日 漢字テスト 来校ALT ALT
９日 読み聞かせ ２３日 集金日 ６年生を送る会

１０日 ワックスがけ １、２年 ： 下校 ２４日 ３～５年卒業式式場準備14 10
３年以上 ： 下校 ２８日 全校朝会(賞状伝達) 参観日15 15

１１日 建国記念の日 神楽部公会堂出演

積雪や道路の凍結に

よって自動車も急には

止まれません。登下校

の安全に十分気をつけ

ましょう。

・雪が積みあげられて

。いる所の上は歩かない

・軒下は落雪に注意。

・防寒具を着用しポケ

。ットからは手を出そう

・雪投げなど、遊びな

。がらの歩行は危険です

・交通事故や転倒等の

けがに注意しましょう。
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