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この度の西日本豪雨により被災された皆様に，心よりお見舞い申し上げます。また，学校再開にあたりま
しては，保護者の皆様，地域の皆様に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。お蔭様で，
1 学期の学習を無事終えることができました。
いよいよ長い夏休みの始まりです。1 学期，ＪＡＫ〔
（Ｊ）自分の（Ａ）頭で （Ｋ）考えよう〕ができる
人が増えました。豪雨災害以降，家族や地域の人が大変な時に，何か自分にできることはないかと考えて，
地域の方に混じって，災害復旧の手伝いをした人がたくさんいました。地域の方からお礼とお褒めの電話を
いただきました。また，校内でも，自分が使った物ではないのに，乱れていた一輪車を片付けてくれる人や，
トイレのスリッパを全部そろえて出てくれる人を見かけます。人のために行動できるＪＡＫの姿は美しい
です。
さて，終業式では，５年１組 梅木 こと乃さんが児童代表で，
「どんな時もＪＡＫをして行動することの
大切さ」を話してくれました。もし，災害が起こったら，ＪＡＫで，自分の命が守れるように行動したい。
夏休みの生活においても，ＪＡＫでがんばることを決意しました。
夏休みの 40 日は，長いようで短いものです。一日一日を大切に過ごして下さい。また，今年は，気温が
35 度を超える猛暑が続いています。健康で安全に，夏休みが過ごせますようによろしくお願いします。夏
休み中，気になることや何か変わったことがありましたら，随時，学校へご連絡下さい。子供達にとっても，
保護者の皆様にとっても充実した夏休みになることを願っています。

「あゆみ」について
2１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，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）
，道徳の記録（3 学期）
３～６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・道徳の記録（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。

全校登校日（平和学習） ８月６日（月）

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。ご家庭でも，平和について考えたり，話し合ったりしてください。
【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）
8:10～8:35 広島平和記念式典の視聴
8:40～9:00 平和集会
9:10～9:30 各学年の平和学習
9:35～10:20 学級活動(折鶴を折る) 10:20～10：30 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。
）

全校登校日 ８月２３日（木）
８：１５～１１：４5
いつも通り登校班で登校します。欠席する時は
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
※科学作品 提出締め切り

第 34 回全国小学生陸上競技交流大会

陸上 100ｍ 出場おめでとう！
たけち

6年

りょう ま

武智 亮 真 くん

全校登校日 ８月３０日（木）
8 月 31 日（金） ８：１５～１５：１０
7 月の臨時休校を補うため，授業日とします。
給食があります。
【下校時刻】１５：１０ 全校一斉下校
【持ってくるもの】教科書・ノートや提出物な
ど，各「学年だより」夏休み号や，連絡帳で確
認をお願いいたします。

２学期 始業式
９月３日（月）８：１５～１５：１０
給食があります。
いつも通り登校班で登校します。
【下校時刻】１５：１０ 全校一斉下校

8 月 18 日（土）横浜市の日産スタジアムで行われ
る「第 34 回 全国小学生陸上競技交流大会 男子
100ｍ走」に，6 年の武智 亮真くんが，広島県代
表として出場することとなりました。おめでとうござ
います！6 月に行われた安芸郡陸上競技選手権大会 6
年男子 100ｍ走においても，13 秒 70 の記録で，
見事 1 位になりました。全国大会でも，素晴らしい
走りを期待しています。みんなで武智くんを応援しま
しょう！

夏休みの図書室の開放
について
全校登校日の 8 月 6 日（月）
，23 日（木）
の２日間，図書室の開放を行います。
夏休みも，どんどん借りに来てください！
（開館時間） 9 時 30 分～11 時３0 分

主な行事予定
【７月】
21 日（土）個人懇談（
「あゆみ」渡し）
23 日（月）学習会（8:30～10:30）
・器楽クラブ練習（10:00～11:30）
25 日（水）学習会（8:30～10:30）
・器楽クラブ練習（10:00～11:30）
26 日（木）学習会（8:30～10:30）
・器楽クラブ練習（10:00～11:30）
27 日（金）器楽クラブ練習（この日のみ，8:30～10:30）
【8 月】
6 日（月）全校登校日（平和学習）8:00～11:45
23 日（木）全校登校日 8:15～11:45
24 日（金）～27 日（月）５年野外活動【江田島市：国立江田島青少年交流の家】
30 日（木）全校登校日 （7 月の臨時休校を補うため）8:15～15:10
31 日（金）全校登校日 （7 月の臨時休校を補うため）8:15～15:10
【９月】
３日（月）始業式・給食開始・下校指導

４日（火）委員会活動

5 日（水）給食費・諸費振替

10 日（月）クラブ活動

18 日（火）給食費・諸費再振替
20 日（木）授業参観・懇談会（全学年）
26 日（水）～27 日（木）６年修学旅行（関西方面）
【10 月】
1 日（月）委員会活動
4 日（木）１年校外学習（安佐動物公園）
5 日（金）給食費・諸費振替
10 日（水）海田中学校区公開授業研究（南小は 6－１，5－1 が参加）
15 日（月）給食費諸費再振替

22 日（月）クラブ活動

【11 月】
1 日（木）～7 日（水）学校へ行こう週間〈毎日が参観日です！〉
５日（月）委員会活動・給食費諸費振替

６日（火）歌声コンサート

10 日（土）安芸郡陸上記録会

1４日（水）安芸郡小学校子ども音楽会

15 日（木）給食費諸費再振替

26 日（月）クラブ活動

30 日（金）参観日，ＰＴＡ講演会，海田南小学校創立 40 周年記念式典
【12 月】
３日（月）委員会活動

5 日（水）給食費諸費振替

15 日（土）個人懇談（
「あゆみ」渡し） 1７日（月）クラブ活動・給食費諸費再振替
21 日（金）2 学期終業式・下校指導
※ 冬季休業 2２日（土）～１月６日（日）

被災されたご家庭では，まだまだご心配でご不便な生活をお送りのことと思います。しかし，登校した子供
達は，友達との会話や遊びそして授業，1 学期の最後を楽しく過ごしました。暑い中，慣れない通学路の登校
となりましたが地域の皆様に見守っていただき，たくさんの保護者の皆様に一緒に登校していただきました。
特に西，東方面は東門が通過できないため，長距離を歩いてきてもらうようになり御心配おかけしましたが，
みんな頑張って来てくれました。

２年生。友達や先生と
勉強楽しいな。学校が
始まってうれしいな。

4 年生は読書の時間。夏
休みに読む本は，どれに
しようかな。

6 年生は，図画工作。
「大切
な風景」を描いています。学
校の校舎を入れて，自分のお
気に入りの場所を描いてい
ます。

1 年生は，国語の時
間。みんなで声をそ
ろえて「大きなか
ぶ」の音読をしてい
ます。

1 年生は，算数。ブロックを
使って計算の仕方を考えまし
た。

3 年生は音楽の時間。今月の
歌「折鶴のとぶ日」を口をし
っかり開けて歌っています。

