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、 2    …卜で ポ
子 どもたちの元気な姿が学校に戻つてきました。夏休み中は、家族 との時間を大切にし

た り、勉強や運動を頑張つた りと、有意義な時間を過 ごすことができたと思います。

さて、今 日か ら2学期です。気持ちを切 り替え、充実 した学校生活を送ってほしいと思

います。本 日、行われました始業式では、代表の子 どもたちが 1学期に頑張ったことと、

2学期に頑張 りたいことを、みんなの前で話 しま した。

その時の言葉を下に紹介 します。 (※原文の平仮名は漢字に直 してあります。)

僕が 1学期に頑張ったことは、お友逹 をたく

さんつ くったことです。お友ミ と話 をした り、

ボールで遊んだりすることが楽 しいです。

2学 期は、新 しい友逹 をつ くることと、テス

トではなまるがた くさんもらえるように頑張 り

たいです。         (1年 生代表 )

僕が 1学期に頑張ったことは 2つ あ ります。

1つ は学級 をまとめることです。学級委員と

して、 よい学級になるように一生懸命努力 して

きま した。学級での声掛けや移動教室、学級会な

どの経験 を重 して、学級のみんなと協力 し合い、

よい学級に一歩近づいたと感 じま した。

もう 1つ は友ミ を大切にす ることです。学級

の全員と友逹にな り、運動会の長なわ「スクラム

ジャンプ」や中淳川野タト学習の準備で助け合い、

絆を深めることができま した。

2学期に頑張 りたいことは、学級 目標の「失敗

の経験 を糧に成功の筋道へJが逹成できるよう

に、1学期の失敗 を生か し、学級の全員がよい学

級に しようとい う意恙をもつ ことができるよう

に していきたいです。そのために、僕 もみんなと

協力 し、スクラムを組んでぃこうと思います。

最後に、僕はこの 1学期、友逹の大切 さに改め

て気付 くことができま した。友逹、先生方、みん

なに感謝 しています。ぃつか恩返 Lが できるよ

うに、これからも頑張 りたいです。(5年生代表 )

私が 1学 期に頑張ったことは、友逹づ くりで

す。 4月 にクラス替 えをして、仲のよい友逹や

知 らない友逹に出会いま した。最初は名前 t分

か らな`い友逹が多かったです。で も、放課や席

替 えの時に勇気 を出 して話 し掛けたら、 だんだ

んと会話に慣れていきました。

2学期に頑張 りたいことは、みんなと楽 しく

と、ぶことです。 1学期に友逹が増 えたので、た

くさんいろいろなことをして楽 しく遊びたいで

す。

もっとた くさんの友ミ をつ くって楽 しく遊ん

だ り、授業を受けた りしたいです。

(3年生代 表 )
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9月  2日 (月 )始業式 防災訓練    1 11月 14日 (木)015日 (金 )

4日 (水)給食開始

12日 (木)6年生修学旅行説明会

18日 (水 )S、れあい給食

10月  5日 (土)土曜参観日

17日 (本 )・ 18日 (金 )

6年生修学旅行

学芸会

19日 (火)～ 12月 10日 (火 )

教育相談週間

22日 (金)学区清掃

11日 (水)～ 17日 (火 )

個人懇談 (13145下校)

7日 (月 )土曜参観日による振替体日 1 12月  9日 (月 )分国会 (2限 )

30日 (水)就学時健診 (5年以外12105下校)1    20日 (金)給食終了

※ 校外学習等、各学年の予定については、  1    23日 (月 )終業式

学年だよりにてご確認ください。

※ 西山かわら版No.9に て、ふれあい給食を

17日 とお伝えしましたが、 18日 に変更

いたしました。なお、保護者の方の参観行

事ではありませんのでご承知おき<ださい。

部;― :■
等へ 参力]繕 :

前期に活動 していた部活動は、活動の締めくく

加 しました。その結果をお知 らせいたします。

りとして、様 々な対外試合や発表会 に参

ブラスバンド部

1 運動会の開会式で、「やってみよう」を演奏 しました。閉会式

| も演奏する予定でしたが、酷暑で演奏を中止 したため、翌週に、

1体育館で校内発表会を行いました。

今後は、 2学期に行われる名古屋市小中学校連合音楽会や、

西山学区敬老会での演奏に向けて、練習を頑張っていきます。

7月 に市民スポーツ祭に参加 しました。練習の成果を発揮 し

て、全力で泳 ぐことができま した。

ソフトボール部
6月 に市民スポーツ祭に参力日しました。 1回戦は田代小に勝ちま

した。 2回戦は庄内小に惜 しくも負けてしまいました。
7月 には名東区指導会に参加 しました。北一社小、平和が丘小、猪

高小 と試合をしました。試合は負けて しまいましたが、励ましの声

を掛け合い、一つ一つのプレーを全力で頑張ることができました。

野球部
7月 に名東区指導会に参力日しました。高針小 と試合をし、勝つことができま した。
また、中日大会にも参加 しま した。二城小、森孝西小、名東小、平和が丘小に勝ち、

ブロック決勝に勝ち進みました。決勝戦では、東山小に惜 しくも負けて しまいました。 |
8月 に市民スポーツ祭に参加 しました。東築地小に勝ちましたが、野田小に惜 しく |

も負けて しまいました。                               1
どの大会でも、最後まで粘 り強く、チームー丸 となって戦 うことができました。   |
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