伊深小 学校だより Ｈ２7．９．７
FROM-0歳プラン推進校
『明るく笑顔あふれる伊深っ子』
－ 学び合う 思いやる やりぬく －

４４日間の長い夏休みも終わり、始業式では全校児童が久しぶりに勢揃いしました。１学期末に３
年生から一人の仲間を送り出し、２学期からは、５年生に新たな仲間を迎え、全校６０名で２学期の
スタートを切りました。一人一人がそれぞれに、背の丈や顔つきが一回り成長したなと感じました。
さて、２学期は授業日数も行事も多い学期です。授業では、学校・学級・一人一人それぞれの課題
を明確にして確かな力を身に付けるべく、取り組まなければなりません。始業式では見出しの通り、
授業と行事で『鍛える』２学期に 、そして３つの宝物、、とりわけみんなで楽しく取り組んでいる『あ
いさつ』に磨きをかけるようにと話しました。授業では 、「～しきる」即ち、話し手から視線を逸ら
さず 、自分の考えと比べるなどしながら最後まで聴き切ること 、自分の考えをしっかり話し切ること 、
そして音読５０回を目指すことと自分の考えやまとめや要旨を書き切ること、に力を注ぐ２学期にと
目指す姿を示しました。
行事では、運動会・音楽会・子ども祭り等をはじめとして、各学年ごとの行事も多くあります 。
『鍛
える』とは繰り返し練習して磨きをかけることです。集団の中で、仲間と関わりながら、お互いに高
め合い、目指す姿に近づいていけるよう取り組みたいと思います。

８月２５日、みのかも文化の森で、美濃加茂市と富加町にある１４小中学校の代表児童生徒による
「あじさい小中学生サミット２０１５」が開催されました。いじめの撲滅と明るい地域づくりを目指
して、各中学校生徒会と小学校児童会の代表５０人が、教育委員会や学校関係者、市議会議員、ＰＴ
Ａ役員、社会教育関係者ら約１３０人を前に、いじめ撲滅のための各学校や地域での取り組みを発表
し、意見を交換しました。
伊深小児童会を代表して運営委員の中山晴斗さん・吉満亜由奈さん・福田乃愛さんが、富加小と
ともに小学校代表として、日頃の取り組みを発表しました。あいさつうさぎのキャラクターを活用し
て地域と一体となったあいさつの取り組みを中心に、寸劇を交えて発表しました。
全体発表の後、中学校区ごとに分かれて、共通実践できることについて話し合い、最後に、児童
生徒自らの力でいじめのない笑顔あふれる学校づくりを目指し 、「広げよう『恕』の心！いじめ撲滅
と明るい地域づくり宣言」を採択しました。採択された宣言は、各校に掲示して全校に広げていく予
定です。
当日の参加者からは、伊深小の発表に対する反響が大きく、参加者へのアンケートの 、「特に印象
に残ったこと」でも、伊深小に関する記述が以下のようにいくつもありました。
・「楽しいという気持ちからは、いじめはうまれない」という言葉が、特に印象に残り、その通り
だと思った。
・伊深小の「地域」というキーワードはインパクトがありました。
・伊深小学校の地域ぐるみの挨拶の取組が印象に残った。様々な地域の団体も参考にしてもらえ
るとよいと感じた。各学校がいじめについてしっかりと取り組んでおり、一人でも多くの子ど
もが心を開いてくれたらと感じました。特に、伊深小は、発表を聞いただけで、子どもたちが
明るく、保護者との連携がしっかり取れていると感じ、そのような環境だといじめは起きない
し、起きても早期発見できると思った。
・伊深小の発表を見て、地域の人たちとのかかわりを大切にして、本当に楽しく取り組んでいる
と思いました。

伊深小の発表でのキーワードは『みんなで楽しく』と『地域とのつながり』です。つまり、この2つ
のことを実践していくことこそが、いじめを生まない明るいまちづくりにつながると考えます。今回
の発表で、市内の小中学校に向けて、よい提案ができたと思います。
この提案に恥じない実践を
積み重ね、自分たちの学校を
自分たちで生活しやすくして
いけるよう、主体的な子ども
たちの動きを大切にしていき
ます。引き続き温かいご支援
をいただきますようにお願い
いたします。

【採択された宣言文】

広げよう「恕」の心！
いじめ撲滅と明るいまちづくり宣言
このサミットに参加する全ての小中学校から、あらゆるいじめをなくし、人と人 心と心の
つながりを大切にした笑顔あふれる学校はもとより、地域をつくるために、私たちは、ここに
次のことを宣言します。
一 私は、いじめをしません。
一 私は、いじめをさせません。
一 私は、いじめを見逃しません。
そのために、
一 挨拶やボランティアの輪を学校から地域へ広げよう。
一 互いのよさを認め、互いに高まろう。
一 使用時間についてのネットルールを守ろう。
そして、
笑顔があふれる学校、笑顔があふれる地域を、仲間と力を合わせてつくります。
平成二十七年八月二十五日
「あじさい 小中学生サミット ２０１５」
この宣言文の中にあるネットルールについては、昨年度のサミットで「小中学生のネットルール」
として市内で次の3点が確認されています。
◎ 基本9時半以降は友達とのやり取りは控えましょう。
◎ 人がいやがるような内容を書き込んだり、写真を勝手にのせたりしません。
◎ いじめやお金のことで問題が起きていると感じたときは、親や先生に相談します。
これを受けて、伊深小児童会では、話し合い、次のようなルールを決めています。ぜひ今一度ご家
庭でも話題にして、実情に応じて、家庭のルールも決めてください。
《伊深小ネットルール》
◇ 親との約束を守ります 。（時間・相手・内容）
◇ 困ったときは親に相談します。
◇ 人の傷つく言葉や写真は送りません。
◇ 知らない人とメールのやり取りはしません。
今回の小中学生サミットでは、中学校区別の話合いの場ももたれました。その折、双葉中学校区で
は、小学生と中学生が一緒にあいさつの取組を行っていくことを決めました。まず、登下校時に地域
の方や小学生と中学生の間でのあいさつを大切にしていくことを確認し合いました。ご家庭や地域で
もこのことをご承知おきいただき、子どもたちと進んであいさつを交わしていただければ幸いです。

《美濃加茂市 科学作品展》
【金 賞】１年 西野栄祐さん 「めざせ！さいきょう どろだんご」
【銀 賞】３年 西野華容さん 「まぼろしの伊深温泉をさがせ！！」
《みのかも発明くふう展 作品の部》
【優秀賞】２年 林 和穏さん
「空気ほうで まとあてゲーム」
【優秀賞】３年 仁田野 盤さん 「アルミカンつぶし」
【優秀賞】４年 亀井 颯太さん
「家のちょきんばこ｝
《みのかも発明くふう展 絵画の部》
【優秀賞】４年 河村 花海さん
「天国と電話」

《読書感想文コンクール》
【特 選】１年 渡邉友貴さん 「いそがしいおとうさん」
《杉原ウィーク2015短歌大会》
【佳 作】２年 藤田琉生
「おかにきて はじめて知った ひうねさん たんかをよんで

平和を願う」

《岐阜県美術展少年部 絵画・デザインの部》
【入 選】新田実生さん
【準入選】河村花海さん
《歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール》
【入 賞】井戸啓偉さん

伊深小スナップ
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暑い暑い夏休みでした。夏の日差しから守ってくれるグ
リーンカーテンとして、４年生理科の教材として育てて
いるヘチマが立派に育ちました。花をたくさんつけ、大
きなヘチマの実をつけています。美濃加茂市のグリーン
カーテンコンテストにも応募しました。

ＰＴＡ活動
【8/23(日) 第２回 奉仕作業】
２回目の奉仕作業は、２学期の授業や運動会のこ
とを考え、運動場の草刈りと草取りを中心に作業を
行いました。
きれいになった学校で２学期がスタートしています。
【7/21(火) 情報モラル研修会】
家庭教育学級として、LINE株式会社より講師をお
招きし、情報モラル研修会を開催しました。現代の
ネット環境についてやその特質について学ぶことが
できました。

8.9 月行事予定

保護者の皆様、夏休みの間は、個人懇談・
情報モラル研修・プール当番・夏祭り巡回

日

曜

行

パトロール・PTA 奉仕作業にご協力いただ

事

8/31 月 第二学期始業式 給食有り
13:30

一斉下校

き、ありがとうございました。
おかげさまで、２学期の始業式を、全員
で元気に迎えることができました。

9/ 1 火 応援団結団式 発育測定
9/ 2 水 校内作品展（～3 日）

9/1(火)全校で結団式

9/ 5 土 科学・社会科作品展（～6 日）

運動会に向けて、赤白の結団式を行いま
した。各学年の種目の練習も始まり、今秋

みのかも文化の森にて

からは一層本格化してきます。体調管理や

9/ 6 日 親子クリーンデー
9/9

服装の準備などご協力をお願いします。

水 伊深っ子クラブ②

当日をお楽しみにしていてくださいね。

9/10 木 2 年文森学習 5 年稲刈り学習
9/14 月 サポートチーム会議

9/27(日)運動会
午後市民運動会伊深地区大会

9/15 火 ほほえみ参観日

午前 8:30 開会

9/25 金 運動会準備

雨天順延

9/27 日 運動会・市民運動会伊深地区大会 雨天順延

詳しくは、先週配布しました運動会のご
案内をご覧ください。

9/28 月 振替休業日

10 月行事予定

≪行事のお知らせ≫変更及び追加
変更

日

曜

午前 11:45 終了

行

事

※年度当初の予定では、10/25(日)でした

10/ 1 木 先生たちの研究会のため午前授業
一斉下校 13:25

10/ 5 月 視力検査（高学年）
10/ 6 火 3 年校外学習（スーパーマーケット・大阪屋製菓）

※10/24(土) お弁当をお願いいたします。
午前

通常授業

午後

防災関係の講演やコンサートを予定し
ています。

視力検査（低学年）

1/16(土)宮川彬良さん・大谷よし
みさんを招いてのコンサート
追加

10/ 9 金 3,4 年合同学習
10/14 水 伊深っ子クラブ③

が、諸事情により、10/24(土)に行います。振
替休業日は、10/26(月)で変更ありません。

10/ 2 金 4 年校外学習（ささゆりクリーンパーク）

10/ 7 水 6 年文化の森学習

10/24(土)ふれあい参観日

PTA 運営委員会

※年度当初、決まっていなかったコンサー

10/15 木 ほほえみ参観日

トの期日が決まりました。予定に入れて

10/20 火 1,2 年合同学習

おいてください。
※1/18(月)振替休業日

10/24 土 ふれあい参観日
10/26 月 振替休業日
10/28 水 就学時健康診断

◎両方とも、期日が近づきましたら、詳しく

一斉下校 13:10

お知らせいたします。

