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例年 にな い大雪
2月 8日 , 9日 と近年ないほどの積雪があ り,神戸川小でも

第 1校庭で 25側の積雪があ りま した。通常の登校時刻を遅れ

て もよいので安全に登校す るよ う保護者の皆 さんに指導や協力

をお願い し, 8日 は 9時 ごろ, 9日 は 8時半ごろには全ての登

校班が登校することができま した。登校を見守った り,い つ し

ょに歩いた りしていただいた保護者 さん,車で送っていただい

た保護者 さん,通学路での見守 りや歩道に道をつけていただい

た地域の方 …保護者 。地域の多 くの方のご協力に心より感謝い

た します。学校でt)学校近 くの登校路での見守 り,進入路の雪

かきをして子 どもたちを迎えま した。登校 した子 どもたちは ,

休み時間に思いっきり雪遊びを楽 しみました。

臓の音を聞き合った りしました。そ して自分が生まれた時の

両親や家族の思いを知 り, 自分の命の大切さを改めて考える

機会 とな りました。

<各学年の学習内容 >
1年生 「か らだをきれいにJ

2年生 「たん生 日つてなあにJ

3年生 「体のせいけつ とけんこうJ

4年生 「思春期 にあ らわれ る変化 J

5年生 「男女仲良くJ

なかよし学級 5年「みんななかよくJ

6年生 「情報 と私たちJ
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「性に関する学習」授業公開・学校保健委員会
1月 24日 (水)1月 授業公開にあわせ学校保健委員会を行

いました。授業公開では全学級で 「性に関する授業Jを公開し

ました。性に関する学習では各学年の発達段階に応 じて自分の

体や男女の成長の特徴を理解 し, 自他の命を大切にする態度の

育成をめざしています。その中で 2年生は,島根県助産師協会

の方をお招きしてバースデープロジェク ト「たん生 日つてなあ

にJの授業を行いました。エコー画像でおなかの中で赤ちゃん

が育つ様子をみたり,赤ちゃん人形を抱いた り,友達同士で心

授業公開のあと,保護者,地域学校運営理事の皆様のご参

加 をいただき, PTA保 体部共催による学校保健委員会を開

催 しました。今年度は神戸川小学校若松分校今岡直子先生を

講師にお招きしての「学習に向か う体づくり」の講義 と実技 ,

また ソーシャルスクール ワーカーの島村久美子先生をお招き

しての 「怒 りの感情から見えてくる子 どものこころと問題ヘ

の対処法」の講演の二本立てで行いました。体づ くりの講演には 5, 6年生も参力日しましたc こ
ました。の日は外は吹雪の厳寒の一 日で したが,た くさんの保護者の方のご参加があり

インフルエンザ大流行
今年は全県的にインフルエンザが大流行 し,出雲市内で t)多 くの小中学校で学級閉鎖や学年開

鎖が相次ぎました。神戸川小でも 1月 中旬からAtt B型 と1)に感染児童が増え, 1月 15日 から

2月 8日 までの間に合計 10学級を開鎖 としました。学校では全員のマスク着用, うがい,手洗
いの徹底など予防に努め,集会や行事の延期,感染児童の多い学級の掃除や外遊びの中止など感

染拡大に努めてきましたぃ 2月 13日 以降は感染者も減 り,閉鎖学級 t)な くなりました。これか

ら少しずつ春に向かいますが,ま たまだ油断は禁物ですc



全校 な わとび 集会
2月 8日 (本 ),児童会運動委員会主催のなわとび集会が行わ

れました。インフルエジザ流行のため期 日を延期 して行いました。
1～ 5年生のクラス対抗長縄 8の字とびでは,学級を 2チームに

分け, 1分間に跳んだ回数の合計で順位を競いました。それぞれ
のクラスで決めた目標回数をこえるたびに,大きな歓声があが り

ました。 4年生, 5年生には 100回 を超えるチーム t)あ りまし

た。 6年生は,長縄を使ったいろいろな跳び方を紹介 しました。

ダブルダッチ,大波小波などの演技を披露 しました。また個人種 目の持久とびでは,各学年の跳

び方で目標時間をめざしました。この日は大雪で校庭にも車が入れない状況でしたが,た くさん

の保護者の皆さんに応援に来ていただきました。ありがとうございました。

1年生 地域 のみ なさんとの「昔 か らの あそび の会」
2月 2日 (金)1年 生の生活科の学習で,地域の方 との 「昔から

のあそびの会Jを行いました。当日は地域の慶人会のみなさん,民
生委員のみなさん, 1年生のご家族のみなさんなど17名 の方にお

いでいただき,けん玉や こま回 し,お手玉やあや とり,折 り紙,お
は じき,紙飛行機の昔からの遊びを教えていただきました。 ネット

ゲームなど子 どもたちの遊びの様相も昔 と比べて大きく変わってき

た今,遊び道具を 「つ くる」ことや 「工夫するJこ と,仲間と「か

かわ り合 う」 ことなど,昔遊びの中にあるたくさんのよさを子 どもたちにしつか り体験 させてい

きたいものです。|ご協力をいただいた皆様,あ りがとうございました。

たば こ・ 薬物 の害 につ いての学習6年生
2月 6日 (火)6年 生がたばこやお酒,薬物の害について学習を

しま した。学校薬剤師の下里先生をお招き して,喫煙による健康ヘ

の影響や薬の間違った飲み方や依存の危険性について,専門的なご

指導をいただきました。「薬物で傷ついた脳はもとにはもどらない」

とい うお言葉が ,い に残 りました.喫煙や薬物依存など,子 どもたち

にはまだ身近な内容ではないか t)し れ ませんが,今の うちか ら正 し

いとらえ方をしておくことの大切さを感 じました。

あι:がこうごぜいきした
○金一封のご寄贈

…平成元年会神戸川小学校卒業生一同様
○登下校時の見守 り,朝のお話宅配便,地域

あいさつ運動の関係の皆様,今月も寒い中
をありがとうございました。

～ あ と が き～

3学期もあと残り約ひと月となりました。6
年生は今「卒業プロジェク ト」に取り組んでい
ます。また5年生を中心に「6年生を送る会」
の準備も進んでいます。2月 14日 には新入生
の「―日入学」を行い,89名 の入学予定者が
学校を訪れました。学校全体が今年のしめ<<
りの時期です。今年度の取組や互いの支え合い
に感謝するとともに,それぞれの学年,学級で
一日―日に心を込めて過ごしてほしいと願つて

[3月 の主な行事予定]

1(本)6年生を送る会
2(金 )なかよし学級リカム科学館学習
6(火)委員会活動 (最終)

7(水)分国会
8(木)なかよし学級校外学習 (松江)

14(水 )卒業式予行練習・大掃除
6年生給食終了

15(木 )卒業式準備
(給食なし 05年弁当持参)

16(金 )平成29年度卒業証書授与式
20(火 )給食終了
23(金 )修了式,離・ 退任式

☆平成30年度始業式…4月 9日 (月 )

☆平成30年度入学式…4月 10日 (火 )

います。 【校長 黒田 誠】


