「いずみの時間」の実施
本校では、１学期と２学期に引き続き、３学期もいじめアンケートを実施
しました。その後、担任が全ての児童と１対１で面談（いずみの時間）を行
いました。書いてある内容や困っていることについて話を聞いたり、困って
いることの解決方法について相談したりしました。その後、アンケートや面
談の結果を全教職員で確認し、必要な個別指導を行ったり、学級の実態に応じて学級指導を行ったりしま
した。内容の大半は、からかわれたり冷やかされたりして嫌だったと思ったことや、悪口や嫌なことを言わ
れて嫌だと思ったこと等についてでした。結果を真摯に受け止め、必要な指導を行いました。今後も、全教
職員が早期発見・早期対応に努め、協力し合って指導したり、丁寧に様子を見たりしていくことが必要であ
ると考えています。
お気づきのことがありましたら、学校や担任に遠慮なくご連絡くださいますよう、よろしくお願いいた
します。

青森りんご 〜ありがとうございました〜
青森県りんご対策協議会及び舞鶴合同青果株式会社から、舞鶴市内の
６小学校（倉梯第二小学校・与保呂小学校・中舞鶴小学校・岡田小学校
由良川小学校・吉原小学校）の児童に青森りんごをいただきました。
この取り組みは、２００３年から行われており、これまでに寄贈され
たりんごの累計は２２，５２５個だそうです。
本校が６小学校の代表になり、２月１８日（火）に寄贈式が行われま
した。児童代表の１年生２名がりんごを受け取りました。
りんごの生産地や栄養価などを学習し、各家庭に持ち帰りました。
ありがとうございました

出前授業 〜３年生〜
２月７日（金）に、高橋様にお越しいただき、吉原の歴史についてお話
いただきました。吉原の伝統行事である「太刀振り」や「万灯籠」などに
ついて、詳しく学習する機会となりました。ありがとうございました。
万灯ろうは６０人近くでやるそうです。けが人もいるそうです。上
にいる人はこわいそうです。上がる人はわかい人だそうです。ぼくは
万灯ろうを見たことがないので見てみたいと思いました。いろんなこ
とが聞けてよかったです。なぜ魚の形をしているかというと、海に感
しゃしてくらげが来ないようにするためです。
（３年児童のふり返りより）

海洋高等学校出前授業 〜４年生〜
２月７日（金）に、海洋高等学校の伊藤先生をお招きして、「ウナギのふし
しぎ」についての出前授業をお世話になりました。４年生は国語科「ウナギ
のなぞを追って」の学習を１月にしています。子どもたちの興味を、さらに
広げることにつながりました。ありがとうございました。
私は、ウナギの話を聞いて、世界で 19 種類、日本で 2 種類しかいないこ
とに驚きました。二ホンウナギは二ホンとつくので日本と、あといろいろ
な国にいると思っていたし、北赤道海流や黒潮などいろいろな流れがある
ので、それぞれの流れに行っては、多くの国の川や池などに住み着いてい
ると思っていたからです。でも、ウナギはどれもけっこう似た環境でくら
していることが分かりました。それに、もとは深海魚であったから深い海
で卵を産み、そこで生まれるというのは、何億年も生きた中でぜったいに
かわらないのは、今まで感じたことのない生命のすごさを感じました。そ
して、運命はかこくで、むずかしい中しそんを残すためにがんばっている
ことを聞いてすごいなと思いました。
（４年児童の感想より）

6 年生を送る会

〜ありがとう６年生〜

2 月２２日（土）に「６年生を送る会」を開催しました。保護者や祖父母、地域の皆様の多くの方にご
参観いただき実施することができました。
「６年生ありがとう」をテーマに、６年生を送る会実行委員のメンバーを中心に、約１か月前から１年
生は似顔絵、２年生はプレゼント、３年生と４年生は花飾り・輪飾り、５年生は全体進行・体育館の全体
構成・6 年生への案内状など、各学年が役割分担して準備を進めてきました。また、各学年の出し物では
工夫を凝らし、劇や合奏、全校合唱など、みんなで心を一つにして６年生に感謝を伝える会を成功させる
ことができました。保護者の皆様、地域の皆様には、多数のご参観ありがとうございました。１年間の子
どもたちの成長を感じていただけたと思います。

＞

１・２年生 劇「フレデリック」

３・４年生 劇「注文の多い料理店」

PTA・教職員「今日から明日へ」

4 年生 ６年生インタビュー
合奏「365 日の紙飛行機」

６年生 劇「感謝への旅２０２０」
リコーダー奏「宿命」

全校合唱

「夢の世界へ」

今日、６年生を送る会がありました。
自分たちの発表のときドキドキしたけれど、少し時間がたつとなれてきました。ピアノは、はじめ
かなりむずかしかったけれど、練習したら何でもできるんだなと思いました。やっぱり 1 年生や２
年生は声が大きいなと思いました。私たちも、練習の時より、声も大きく出たし、笑顔でできたので
よかったです。
２週間の準備期間の中で、ここまでたどりつけたので、とてもがんばったなと思いました。
今日はテーマ通り、最高の送る会にできたのでよかったです。私たちは来年６年生だから、来年も
がんばりたいです。
（５年児童の作文より）
今日送るのではなく、送られる側で６年生を送る会があった。
体育館の前で、ドキドキしながらまっていた。
「６年生が入場します。」という言葉を聞いて、いよ
いよだと思った。入場すると花道を歩いた。歩いている時、とても楽しかった。 〜中略〜
いよいよ自分たちの番だ。劇が始まりスターウォーズのナレーションを入れる時、声が出るだろう
か、間違えずに言えるだろうか、そのことで頭がいっぱいだった。無事言い終わると、ステージにも
どった。 〜中略〜
劇が終わって「ありがとうございました。」と言うと、拍手があってやり切ったと思った。劇を通
して、これまでの６年間をふり返ることができた。これまで色々な人によくしてもらってありがたく
思う。
今日、この送る会で下の学年の人、先生方、親にとてもよい思い出を作ってもらって感謝しかない
と思った。
ありがとうございました。
（６年児童の作文より）

新１年生 体験入学・入学説明会
令和２年度入学児童・保護者対象の「体験入学・入学説明会」を１月３１
日（金）に実施しました。体験入学では、１年生教室で１年生と「かいもの
ごっこ」をしたり、５年生と体育館で「手をつないでおにごっこ」「大なわ」
「ドッチボール」などのゲームをしたりしました。新１年生に接する１年生
と５年生の姿に、優しさと頼もしさを感じました。４月の入学がとても楽し
みです。

３月の行事予定
日

曜

１

日

学校行事

PTA 等その他

「書き損じハガキ」 ６７枚
ご協力ありがとうございました!!

２

月

３
４

火
水

５

木

城北中学校区一斉あいさつ運動
体重測定（低）
委員会⑥（後期委員会まとめ）
体重測定（高） フッ化物洗口
計算大会 8：30
ICT ALT

６

金

５年サケの学習③

７

土

（予定をお知らせします）

８

日

９

月

１０

火

フッ化物洗口

１１

水

漢字大会 8：30

１２

木

１３

金

離任式
４月 ３日(金)
第１学期 始業式 1４月 ８日(水)
入学式 1４月 ９日(木)
終業式 1７月１７日(金)
第２学期 始業式 18 月２７日(木)
終業式 12 月 24 日(木)
第３学期 始業式 １月 ８日(金)
卒業式 ３月 23 日(火)
修了式 ３月 24 日(水)

１４

土

１５

日

１６

月

ありがとう集会 ICT

１７

火

給食最終日 フッ化物洗口

１８

水

短縮４校時授業 全校下校 12:10

１９

木

４校時授業 大掃除② ALT
卒業式準備③④
下校 1･2 年 11:20 3･4･5･6 年 12:10

２０

金

春分の日

２１

土

２２

日

２３

月

卒業証書授与式 下校 1〜5 年 12:10

２４

火

終了式 大掃除 下校 1〜5 年 12:10

２５

水

年度末休業に入る

安全の日 ALT
後期まとめの児童総会・引き継ぎ式①
６年ロームクラシックスペシャル鑑賞
（ロームシアター京都）

第 7９回全国教育美術展
入選
２年 森下 寛之
３年 安久
佳作
１年 鍵本 結暖
２年 小嶋
３年 南部 花梨
４年 鍵本
６年 岸田 一翠
６年 嶋田
第 5１回京都府教育美術展
奨励賞 ６年 髙田 麗
第２０回わたしの町のたからもの絵画作品展
小学校長会会長賞
５年：南部 柚月
優秀賞
５年：岸田 山吹
優良賞
５年 山田 純湊

地域の方からもたくさん届けて
いただきました。ご協力ありがと
うございました。
舞鶴ユネスコ協会と京都府ＰＴＡ
連絡協議会に届けさせていただきま
した。

令和２年度学期等について

卒業証書授与式
説明会（当該学年）
19:00

日時：令和２年３月２３日(月)
９：３０〜１１：００
場所:吉原小学校体育館
本年度は７名の児童が 6 年間の
小学校課程を修了し、本校を巣立
っていきます。

【
４月当初の主な予定】

瑠美
航生
宗輝
行希

※都合により変更する場合があり
ます。
３日(金) 離任式・着任式
８日(水) 始業式
９日(木) 入学式
１０日(金) 短縮 4 校時授業
１３日(月) 給食開始

３年 碓井 康仁
２年 サフワン 夢月
４年 成木 愛桜

２年 濵田 龍之介
４年 山中 輔

お話を絵にするコンクール
佳作
２年 小嶋 航生
２年 濵田 龍之介

