＜６日（月）～１１日（土）校内読書週間＞
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「子供は国の宝」
校長 森吉研一
気が付けば６月も過ぎ去り７月に入ります。子供たちは夏休みまで３週間足らずとなりました。
６月中旬に梅雨入り宣言はされたものの，雨天予報を覆し，中旬は晴れや曇りの日が多くありま
した。お陰様で日中は暖かい日が続き，子供たちは嬉しそうにプールに入っていました。水泳指
導は，プールの水が出なくなり予定より１週間遅れのスタートとなりましたが，水が出なかった
原因も分かり，現在は，正常に水が出てきます。水が出なくなった際は町教委や建設課の方が早
急な対応をしてくださり感謝しております。水質検査結果も異常なく，プールが使用できること
になりました。学校のことになると「子供のために」という気持ちで，いろいろな方が優先的に
対応してくださるので，大変ありがたいです。
つい先日も正門前の通学路の草刈りをしてくださっている保護者がいました。仕事が休みだっ
たので通学路の草刈りをしてくださっていると聞き，感謝の気持ちで一杯になりました。子供た
ちのためにという気持ちで保護者，地域，町行政の方々が，それぞれの立場で尽力してくださっ
ている姿に感激し，私たちも元気をいただきました。誠にありがとうございます。
ところで，私の母校には「子供は国の宝」という石碑が立っていました。小学校の頃は，意味
も分からず石碑の周囲で鬼ごっこをして遊んでいました。教師になり多くの子供たちと出会う度
に「子供は国の宝」という言葉を思い出し，その意味を考えるようになりました。長谷の将来，
南種子町の将来，日本の将来は，これから育っていく子供たちにかかっていることを考えると，
その子供たちを「かしこく・やさしく・たくましく」育てることが大人の責任であることを痛感
します。「学校のために」「子供のために」と他のことより優先してくださる思いも，「子供は国
の宝」という言葉と同じ思いではないかと思います。
子供たちを見かけたら，気軽に声をかけていただき，地域ぐるみで子供の成長を見届けていた
だくと幸いです。よろしくお願いします。

＜１日（水）風水害避難訓練＞
豪雨・台風などの災害に対する心得や避難
の方法を知り，安全に行動できるように実施
しました。
台風が近づいているという想定で，オープ
ンスペースに集合し，下校時の注意を聞きま
した。
その後，各集落ごとのコースに分かれて，
集団下校を実施しました。実際に雨が降る中
での集団下校となり，本番さながらの訓練と
なりました。

７日（火）３校時，お話子ども会の方々を招いて「読
書の集い」を行いました。「大きなかぶ」の手袋シア
ターや「たにし長者」のパネルシアター，「兵六もの
がたり」の読み聞かせなど，子どもたちは夢中になっ
て聞き入っていました。
９日（木）朝の読書タイムの時間に，低学年は特別
支援教育支援員の肥後留美先生，中学年は６年生の坂
本凱人さん，高学年は４年生の七海颯吾さんが読み聞
かせを行いました。
また，子ども一人一人，「読書のめあて」や「年間
読書目標冊数」を設定し，給食時間に順番に全員発表
しました。
ご家庭でも，家族で読書に親しむひとときを作ってほしいと思います。

＜８日（水）歯と口の健康指導＞
４校時に，在宅歯科衛生士の長瀬幸子先生を講師として
お招きし，「歯の磨き方」などについて指導していただき
ました。まず，パネルシアターでむし歯のお話を聞きまし
た。次に，歯の模型を使って歯磨きの仕方を学習しました。
そして，一人一人鏡に映った自分の歯を見ながら，丁寧に
歯磨きをしました。
最後は，次のような『むし歯にならない方法」を教わり
ました。① よくかんで食べる。② 食後と寝る前に歯磨き
をする。③ 間食は時間と量を決めてとる。④ 歯科医院で
定期健診をうける。

●

主な行事予定（◎は，ＰＴＡ及び外部行事）

期 日
７月の主な行事予定
３日(日) ◎県体熊毛地区大会①
４日（月） 家庭学習強調週間(～１０日)
校内清掃強調週間（～１５日）
６日（水）◎ふるさと学寮（～９日）
６日（水） 校内水泳大会，◎学級ＰＴＡ
８日(金) ※校内水泳大会予備日
９日(土) 土曜授業日・集団下校
１０日（日）◎県体熊毛地区大会②
１５日（金）新米給食試食会・なかよし給食
１６日（土）◎親子サマーキャンプ
～ 17 日 (日)
（青少年育成活動）
２０日（水）終業式 大掃除 集団下校
２２日(金) ◎町小学校水泳記録会（中平小）
２５日(月) ◎水泳記録会（予備日）
２６日(火) ◎地区子ども会大会・創作活動
～ 27 日 (水) （南種子）

期 日
８月の主な行事予定
１日（月）出校日
７日（日）◎ロケット祭り（みこしなど）
＊青少年育成活動も兼ねる
◎第２回町内一斉クリーン作戦

１１日(木) ロケット祭り予備日
１９日（金）出校日
２２日（月）◎町採集物（昆虫・植物・貝）
名付け会
２８日（日）◎長谷地区球技大会
２８日（日）◎第２回校区早朝作業
（長谷野，原尾，摺久保，有尾）

７月の土曜授業日

７月９日（土）

子どもたちが，12 時頃下校しますので，
給食はありません。

＜２日（木）アニタ先生紹介式＞
５月まで英語学習でお世話になった『谷山むつ子』先生の後任として，昨
年もお世話になりました『菊浦アニタ』先生が着任されました。
長谷にお住まいで，１年生のみんなも「知っているよ。」とつぶやき，すぐ
に打ち解けました。
早速，楽しい英語学習が始まりました。これから，よろしくお願いします。

＜

募金ありがとうございました

＞

熊本地震被害に対する義援金への御協力ありがとうございました。募金期間の間，何度も
自分のお小遣いから，募金を持ってくる子どもの姿があり，感心させられました。
総額１０，８１３円となり，鹿児島県ＰＴＡ連合会に送金してありますので，お知らせい
たします。

＜９日（木）交通安全教室＞

＜２１日（火）健康教室＞

種子島警察署福元署員や島間駐在所坂本
駐在員などの指導のもと，低学年は模擬交
差点での歩行練習，中・高学年は模擬コー
スでの自転車通行練習を行いました。
また，車の死角について学習しました。
実際に６年生の戸川春樹さんに車の運転席
に座ってもらい，どこからどこまで見える
か福元署員と確認しながらマークを付け，
車から見える場所と見えない場所を全校児
童で確認しました。死角の広さにびっくり
した子どもたちでした。

むし歯のない子どもたちの表彰をしました。保健・給食委員会で
作ったワッペンと賞状を校長先生から渡されうれしそうでした。
子どもたち一人一人が考えた「歯と口の健康標語」の紹介もしま
した。受賞者と標語は，下記の通りです。これからもむし歯予防に
努めてほしいと思います。

平成２８年度よい歯で賞
“おめでとう”
１年
２年

＜１６日（木）食に関する指導＞
全校児童が一斉に集まって給食を食
べる「なかよし給食」に，栄養教諭の
古田 いずみ先生をお招きし，食に関
する指導をしていただきました。
紙芝居をしたりパネルシアターをし
たりしながら，
「食事のときの姿勢」
「食
器の持ち方」「はしの使い方」など食
事のマナーについて，分かりやすく教
えていただきました。

＜１７日（金）学校保健委員会＞
熊毛地区消防組合南種子分遣
所の隊員の方を講師にお招きし
て実施しました。
親子で心肺蘇生法・徐細動器
ＡＥＤの使用法について，お話
を聞いた後，保護者の皆様が一
人一人実技を行いました。夏休
みのプール開放に向けて，とて
も有意義な時間となりました。
他にも，熱中症の応急手当な
どについて学習しました。

＜１８日（土）青少年育成活動＞
まず，体育館で各班ごとに，７
月１６日(土)～１７日(日)に行わ
れるサマーキャンプでのレクリエ
ーションの出し物をについて話し
合いました。何にするか班ごとに
熱心に話し合う姿が見られました。
次に，学校農園に移動して，草
取りをしました。
最後は，各班ごとに，ピーマン
・オクラの収穫を行いました。ま
だ，数は少ないでしたが，収穫した野菜をうれしそうに分け合う子ども
たちでした。
学校農園で収穫した野菜をサマーキャンプで，調理するのがとても楽
しみです。

４年

５年
６年

河野
園田
髙田
最上
中嶋
七海
戸川
冨久
立石
山越
坂本
戸川
丸塚

煌月
彩乃
蒼太
輝
悠翔
颯悟
怜華
夢
琉愛
美羽
凱人
春樹
嘉菜恵

「歯と口の健康標語」
標

語

おとなのは おとなになっても のこそうよ
きらきらきれいなは まもろう はみがきで
ぴかぴかしろいは はみがきだいすき いちねんせい
はみがきを ていねいに がんばってやろう
ぴかぴかにする はみがきのじかん ぼくもはも うれしいよ
きちんとはみがきして むしばよぼう
しっかりみがいて はをたいせつにしよう
おいしい食事 食べる前に 歯のチェック
いつまでも 元気なは
はみがきを 毎日しっかりがんばろう
むし歯にならない じょうぶな歯をつくろう
キラキラの歯をつくろう
自分の歯 ピカピカきれい むし歯ゼロ
朝 昼 ばん ちゃんとみがけば きれいな歯
自分の歯 自分で守ろう 歯みがきで
朝 昼 夜 ごはんを食べた後は 歯みがきだ
朝 昼 夜 みがいてキュッキュ きれいな歯
２０本の歯 大切だよ いつまでも
歯は一生使う道具 ずっとピカピカに
＜

優勝おめでとうございます！

＞

５月２９日(日)に行われました『平成２８年度第１回南
種子町スポーツ少年団競技別交歓大会』にて，長谷バレー
ボールスポーツ少年団が優勝しました。
見事，昨年に続いての優勝を果たすことができました。
これからも指導してくださったり，応援してくださったり
する方々に感謝の気持ちを忘れずに，努力してほしいと思
います。

学年
１年

２年
３年
４年
５年
６年

名 前
大久保 幸奈
河野 煌月
園田 彩乃
山田 真咲
髙田 蒼太
最上 輝
鮫島 夢花
小田 琉覇
砂坂 光司
山田 漣辰
中嶋 悠翔

七海 颯悟
戸川 怜華
冨久 夢
立石 琉愛
山越 美羽
坂本 凱人
戸川 春樹
丸塚 嘉菜恵

