
 

 

 

 

 

 

 

４月，桜の花が満開で迎えた１学期も終業を迎えました。いよいよ長い

「夏休み」の始まりです。この一学期間，本校の教育活動にご理解とご協

力をいただきましてありがとうございました。 

終業式では，校長先生から３つの話がありました。 

 

 

 

 

 

 

南っ子は，夏休みもＪＡＫです。２学期の始業式では，「こんなことに挑戦したよ。」「家族でこんな本を

読んだよ。」という話が聞けるのを楽しみにしています。 

児童代表の言葉では，５年２組の村田 陽大くんが，５年生になって始まった委員会活動を通して学んだ

「責任をもって行動すること」について話をしました。このことを生かして，夏休みに行われる野外活動で

も時間を守って，みんなで協力してがんばることを決意しました。 

夏休みは，学校へ登校していたこれまでの日々とは違って，子供達が家庭や地域で過ごす時間が長くなり

ます。健康で安全にこの「夏休み」が過ごせますように子供達の健康安全管理をよろしくお願いします。も

し，子供さんの様子で気になることや何か変わったことがありましたら，これまで同様に学校へお知らせく

ださい。子供達にとって充実した有意義な「夏休み」になることを願っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「あゆみ」について 
22 日（土），個人懇談において「あゆみ」（通知表：学校での学習や生活の様子について評価したも

の）をお渡しします。 
あゆみの見方について，終業式で校長先生から子供達にも話をしましたがお知らせします。 

【あゆみの構成について】 
どの学年も，「学習の様子」・「生活の様子」の評価，「所見」，「特別活動の記録」，「欠席の状況」で

構成しています。 
「所見」は，１・２年 — 総合所見（全学期） 

３・４年 — 総合所見（１・３学期），総合的な学習の時間の様子（２学期） 
５・６年 — 外国語活動の記録（１学期），総合的な学習の時間の様子（２学期） 

総合所見（３学期） 
【評価について】 
「学習・生活の様子」について，３段階評価を記号で表記しています。それぞれの評価項目につい
て， 

「◎」十分に達成している  「○」おおむね達成している  「△」もう少し 
※ １年の１学期の評価については，２段階評価（○か△）です。 

【家庭でしていただきたいこと】 
評価された記号の数を数えるのでなく，各評価項目内容においての評価がどうであったのかを見て

ください。◎や○がついていれば，１学期よくがんばったということです。しっかりほめてあげてく
ださい。また，△とついていれば，その項目内容についてふり返り，夏休みにがんばることを一緒に
話して決めてあげてください。「あゆみ」を家庭でよいふり返り材料とし，子供さんの今後の意欲につ
ながるようにしてあげてください。よろしくお願いします。 

１  校長先生が１学期で一番うれしかったこと 

・ＪＡＫ〔（Ｊ）自分の（Ａ）頭で （Ｋ）考えよう〕をする人が増えたこと。 

２ 「あゆみ」をよく見て，１学期の自分の頑張りを自覚し，２学期以降の目標を決めましょう。 

３  夏休みの JAK について  

① 毎日一回は，自分の時間を誰かのためにつかうということ。 

・自分の生活の中で，家族や人のために何かするということです。 

② 読書を楽しみましょう！ 親子読書や町立図書館の活用をしましょう。 

～夏休み～ 
Summer Vacation 

URL：https://kaitaminami.wordpress.com/  

平成 28・29 年度 広島県「学びの変革」実践指定校 No.5（夏休み号） 
平成29年 7月 20日 

海田町立海田南小学校 

海田町大立町12番 5号 

TEL 822-6776  FAX 822-3229 

E-mail：kaitaminami-es01@kaitaminami-e.ed.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

５年生登校日  ８月１8 日（金） ８：１５～１１：４５ 
授業日とします。（出席・欠席についてカウントします。） 

いつも通り登校班で登校します。欠席するときは，必ず担任まで連絡をお願いします。 

【下校時刻】１１：４５ グループ下校 

【持ってくるもの】 

① 野外活動の持ち物 

② シューズ   ③ 水筒   ④ ハンカチ・ティッシュ  ⑤筆記用具 

○ 学年で持ってくることになっているもの 

（宿題など，「学年だより」夏休み号で確認をお願いいたします。） 

２学期 始業式  ９月１日（金） ８：１５～１５：０５ 
☆ 給食があります。 

いつも通り登校班で登校します。欠席するときは，必ず担任まで連絡をお願いします。 
【下校時刻】１５：０５ 全校一斉下校 
【持ってくるもの】 

① シューズ   ② 水筒   ③ ハンカチ・ティッシュ  ④筆記用具 
○ 各学年で持ってくることになっているもの 

（教科書・ノートや提出物など，各「学年だより」夏休み号で確認をお願いいたします。） 

全校登校日（平和学習）  ８月６日（日） ８：００～11：45 
【平和学習の実施について】 

今年度も，広島に原爆が投下された日に全校登校日を設けることにより，全校で黙とうささげ，原

爆死没者の冥福と恒久平和の実現を祈ることで命の大切さや平和の尊さについて考える機会とするこ

とにしました。いろいろと各家庭においてのご都合等があるとは思いますが，どうかご理解いただき

ますようよろしくお願いいたします。 

【登校について】 

授業日とします。（出席・欠席についてカウントします。） 

いつも通り登校班で登校します。（始まりがいつもより 15 分早くなります。） 

都合により欠席するときは，必ず担任まで連絡をお願いします。 

【日程について】 

8:00～8:10 朝の会（健康観察）    8:10～8:40 広島平和記念式典の視聴 

8:40～9：20 各学年の学習（平和学習に関する絵本の読み聞かせやビデオ視聴など） 

9:30～10:15 国語（平和学習についての感想等作文） 10:15～10:30 大休憩 

10:35～11:20 教科学習   11:20～11:35 帰りの会（帰る準備） 

【下校時刻】 １１：４５  全校一斉下校  

【持ってくるもの】 

① シューズ   ② 水筒   ③ ハンカチ・ティッシュ  ④筆記用具  

○ その他，学年で持ってくることになっているもの 

（教科学習の準備・宿題など，「学年だより」夏休み号で確認をお願いいたします。） 

１・２・３・４・６年生登校日 ８月２５日（金） ８：１５～１１：４５ 
授業日とします。（出席・欠席についてカウントします。） 
いつも通り登校班で登校します。欠席するときは，必ず担任まで連絡をお願いします。 
【下校時刻】１１：４５ 全校一斉下校  
【持ってくるもの】 

① シューズ   ② 水筒   ③ ハンカチ・ティッシュ  ④筆記用具 
○ 各学年で持ってくることになっているもの 

（宿題など，各「学年だより」夏休み号で確認をお願いいたします。） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月６日（木）に学校評議員の皆様，ＰＴＡ会長様，海田中学校様をお迎え

して，第１回目の学校関係者評価委員会を開きました。 

本年度の学校教育目標や４月からの学校の取組を説明し，委員の皆様からた

くさんのご意見，ご示唆をいただきました。 

また，「先生達が地域の行事によく参加してくださる。そうすると担任の先生でない先生の人となりが良

く分かり親近感が生まれる。そういう先生であれば，担任の先生でなくても信頼感があるので，授業以外で

の関わりもしっかり受け入れられます。」「学習のしんどい子供さんへ力をつけようとする取組が大切です

ね。」といったお言葉もいただきました。 

第２回目以降は，実際の授業を見ていただき，子供達の姿を通して評価をいただきます。 

  

主な行事予定 
【７月】 

※ 水泳指導①〈記録会指導 8:30～10:30〉 水泳指導②（25m 練習会 10:45～11:45） 

学習会 8:30～10:30   器楽クラブ練習 10:00～11:30   図書室開放 9:30～11:30 
22 日（土）個人懇談（「あゆみ」渡し）・個別健康相談 
24 日（月）水泳指導①②・学習会 
25 日（火）水泳指導①②・学習会 
26 日（水）水泳指導①②・学習会・器楽クラブ練習 
27 日（木）水泳指導①・器楽クラブ練習     30 日（日）海田町グラウンドゴルフ大会 
31 日（月）水泳指導①・器楽クラブ練習 
【8 月】 

1 日（火）水泳指導①・器楽クラブ練習・図書室開放 
2 日（水）安芸郡水泳記録会【海田小：予備日－3 日（木）】・器楽クラブ練習・図書室開放 
3 日（木）器楽クラブ練習・図書室開放 
4 日（金）器楽クラブ練習 
5 日（土）「織田幹雄金メダルの日」記念行事（ジャンプ＆ラン大会） 
6 日（日）全校登校日（平和学習）8:00～11:45 

18 日（金）５年登校日 8:15～11:45  
21 日（月）～24 日（木）５年野外活動【江田島市：国立江田島青少年交流の家】 
25 日（金）1･2･3･4･6 年登校日 8:15～11:45 
【９月】 

1 日（金）始業式・給食開始・下校指導   
4 日（月）委員会活動       5 日（火）給食費諸費振替 
6 日（水）第 4 回ＰＴＡ執行部会  14 日（木）授業参観・懇談会（全学年）  

15 日（金）給食費諸費再振替   21 日（木）～22 日（金）６年修学旅行（北九州方面）    
25 日（月）クラブ活動 
【10 月】 

2 日（月）委員会活動    ３日（火）第２回学校関係者評価委員会    5 日（水）給食費諸費振替 
6 日（金）１年校外学習（安佐動物公園）   13 日（金）２年 PTC 

16 日（月）クラブ活動・給食費諸費再振替   17 日（火）海田中学校区公開授業研究（海田東小） 
20 日（金）６年 PTC    26 日（木）6 年校外学習（広島平和公園）   27 日（金）１年 PTC 
31 日（火）音楽鑑賞（文化芸術） 
【11 月】 

1 日（水）～7 日（火）学校へ行こう週間〈毎日が参観日です！〉 
6 日（月）委員会活動・給食費諸費振替    7 日（火）歌声コンサート   

10 日（金）人権の花贈呈式〔1 年〕   13 日（月）クラブ活動   
15 日（水）安芸郡小学校子ども音楽会・給食費諸費再振替 
24 日（金）５年校外学習〔マツダ，江波山気象館，NHK〕  27 日（月）授業参観・PTA 講演会 
【12 月】 

4 日（月）委員会活動    5 日（火）給食費諸費振替    11 日（月）クラブ活動 
15 日（金）給食費諸費再振替     16 日（土）個人懇談（「あゆみ」渡し）     
22 日（金）2 学期終業式・給食終了・下校指導     冬季休業 23 日（金）～１月 8 日（月） 



 

 

7 月９日（日）に海田町内小中学校 PTA 会員の皆さんが，海田中学校に集まって，ビーチボールバレー

大会が行われました。 

南小からも，男子２チーム，女子２チームが参加し，前年度男子優勝の南小の橋本 PTA

会長が選手宣誓をし，試合開始。海田南小の先生たちもおそろいのポロシャツで一緒に汗

を流しました。 

この大会は，毎年，海田町内の学校の PTA の親睦を目的に行われています。 

当日に向けて，PTA の皆さんと先生たちが何回か練習をしたり，西小チームと練習試合をしたりと，盛

り上がっていました。年齢をこえ，海田町つながりでつながり，理解し合い，協力し合える関係づくりに大

切な交流会でした。結果は男子チームが第２位（準優勝）でしたが，勝敗は二の次です。来年のスポーツ交

流会にも，今年参加できなかった皆様を含めて，多くの PTA の皆様の参加で盛り上がっていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

海田南小学校の桜坂の，ひまわりが，今年も咲きました。「あいりちゃんのひまわり」と「はるかのひま

わり」です。栽培委員会のメンバーが草をとったり，海田のひまわり屋さんのメンバーのみなさんが支柱を

立ててくださったりと，お世話をしてくださっています。あいりちゃん，はるかちゃんの願いをわすれずに

毎日を暮らしたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

７月１９日（水）に，１学期最後の避難訓練（今回は土砂災害の訓練）をしました。 

先般，７月６日からの大雨は，福岡や大分県の日田において死者が30名を超

える土砂災害が起こりました。４年前の広島市でも大きな災害がありました。 

学校で避難する際，「お・は・し・も」が大切であることは，子供達はよく知

っていて，この日も上手に避難できました。 

ご家庭では， 

①  どこに避難するか，どこを通って避難するか，日ごろから子供さんと話し合って決めておく。 

②  緊急時のために，防災袋を準備し，必要品を中に入れておき，時々賞味期

限などを確認する。（ラジオ，懐中電灯，応急医療品，非常食品，飲料水，

衣類，タオル類，保安帽，筆記用具，ティッシュ，貴重品など） 

など，子供さんとともに確認してみてください。 

ひまわりが たくさん さいているね！ 


