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長かった夏休みも終わり、子ども達の元気な声が学校に戻ってきました。

どの子も生き生きとした表情に成長のあとが見られ、家庭や地域での様々な

体験や人々とのふれあいを通して、有意義に過ごした様子がうかがえます。

さて、２学期は、今月末の運動会に始まり、校外学習や林間学校など、ど

の学年も大きな行事が控えています。学習はもちろん、これらの行事に向け

ても日々準備や学びを重ね、本番に臨めるよう、職員一丸となって指導にあ

たります。さらなるご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

始業式 とても落ち着いた態度で臨めました！

２日(月）の始業式は、どの学年もとても立派な

態度で、校長の話は「すばらしい！」の褒め言葉

から始まりました。そして、２学期の目標のキャ

ッチフレーズとして、チャレンジ！を掲げました。

『綿打小の基本目標は、「郷土綿打を愛し、豊か

な心とたくましい体を持ち、自分から何事にもチ

ャレンジする「綿っ子」を育てる。」です。皆さん

はそんな｢綿っ子」になることが目標ともいえます。

2学期は特にこの中の「自分自分自分自分からチャレンジからチャレンジからチャレンジからチャレンジ」を

目標にしたいと思います。

２学期は、運動会はじめ、たくさんの行事があります。行事はその本番だけで

なく、準備や練習など、それまでの過程が大切です。その時に、いつでも自分か

ら挑戦し、進んで取り組み、あきらめないで何度でもチャレンジすることがとて

も大事です。今の自分を少しでも成長させ、できないことができるようになり、

分かることが増えるように、前向きに努力を重ね、成長してほしいと思います。』

と話しました。２学期、自分からチャレンジする子ども達の姿や精一杯やり遂げ

た後の達成感と笑顔がたくさん見られることを楽しみにしています。

２学期の主な学校行事

９月 ２日(月）始業式 １０月２４日(木) ふれあい音楽教室

７日(土）ＰＴＡ一人一役運動 ２８日(月) 県小学校陸上記録会

２７日(金）運動会前日準備 ３０日(水) ５年林間学校①

２８日(土) 運動会 ３１日(木）５年林間学校②

３０日(月) 振替休業日 １１月 ９日(土) 土曜ｽｸｰﾙ (ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ）

１０月 ３日(木) 就学時健康診断 １３日(水) 小中音楽発表会(午後）

９日(水) 市小学校陸上競技会 １５日(金) 学校指導訪問日

１０日(木) ４年校外学習 １９日(火) 持久走大会

１２日(土) 土曜スクール(料理） ２１日(木) 学校公開日 PTA人権講演会、

１６日(水) ２年校外学習 学校評議員会,授業参観

１７日(木) ３年校外学習 １２月 ７日(土) 土曜スクール(料理）

１８日(金) 避難訓練 １６日(月) 大掃除

２３日(水) １年校外学習 ２３日(月) 第２学期終業式

《夏休み中も、子ども達の活躍やがんばりが光っていました》

校長からの夏休みの宿題のひとつ、「本を

3冊以上読もう」ができた人の問いに、たく

さん手が上がりました！



＊小学校水泳大会、記録会＊

８月１日(木）、太田市小学校水泳大会が館林の城沼市

民プールで行われました。

綿打小からは５、６年生の男女１１名が出場しまし

た。参加した児童は、この日まで放課後や夏休み中に

練習を重ね、当日は猛暑の中での開催でしたが、練習

の成果を発揮して、ほとんどの児童が各自の持ちタイ

ムを更新させました。

標準記録を突破した杉山さんは、８月１０日(土）に 【太田市小学校水泳大会】

前橋敷島水泳場で行われた「群馬県小学校水泳教室記

録会に出場し、見事５位入賞を果たしました。

＜市水泳大会入賞者市水泳大会入賞者市水泳大会入賞者市水泳大会入賞者＞

男子５０ｍ自由形 第８位 37”73 栗原亮汰

女子５０ｍ平泳ぎ 第１位 41”46 杉山 翠

＜県水泳教室記録会県水泳教室記録会県水泳教室記録会県水泳教室記録会＞

女子５０ｍ平泳ぎ 第５位 39”30 杉山 翠

【群馬県小学校水泳教室記録会】

＊太田地区ＪＲＣ小学校ＴＣ＊

７月３１日（水）、太田地区青少年赤十字トレ

ーニングセンターが、市内各小中学校から児童

生徒が参加して、韮川小学校にて行われました。

綿打小からは、５年生の田中杷奈さんが参加し

ました。

防災プログラム、ＪＲＣの講話、グループワ

ークで仲間作りやＶＳ活動ですっかり仲良くな

り、昼食後は、手話の学習や救急法に取り組み

ました。様々な活動を体験し、これからの学校

生活でも生かしてくれること思います。

【Ｈホームルームの仲間達と】

＊太田地区いじめ防止フォーラム ＊

８月２日（金）、太田市社会教育センターで、いじめ防止フォーラムが開催され

ました。小中高校生の代表者がいじめ防止等について意見交換を行うことを通し

て、いじめ防止に向けた児童生徒の主体的な取組をより活性化させるとともに、

学校、家庭、地域住民等が連携した取組の推進を図ることを趣旨としています。

綿打小からは、６年生の栗原亮汰君が参加しました。

今年度のテーマは、「「「「一人一人一人一人一人一人一人一人がががが大切大切大切大切にされるにされるにされるにされる集団集団集団集団をををを作作作作るるるる

ためにためにためにために私私私私たちにできることたちにできることたちにできることたちにできること」」」」です。

班別協議では、学校で話し合った内容について発表したり

他校の小中高校生と意見を出し合ったりしました。全体の班

別協議発表では、班を代表して栗原君が話し合ったことを発

表しました。

２学期が始まり、学校内でも全校児童に向けて話し合った

内容やいじめ防止の取組について報告します。

《夏休み中、先生方もがんばっていました》



夏休み中、指導力や専門性の向上

を目指し、職員も様々な研修に参加

しました。また、小中連携の一環と

して合同の研修も行いました。地域

のみんなで綿っ子を育てるという観

点からも、小中連携はとても重要と

考えます。

＊綿打学校区情報交換会 ８／５(月）

綿打地区の民生児童委員（１７名）

との情報交換会を綿打中を会場に行

いました。学校側からは、管理職と

各学年の主任、また綿打こども園の

園長(幼稚園は都合で欠席)も参加し、

児童生徒の様子を話したり、各々の

立場から情報を交換したりして有意

義な話し合いとなりました。

＊生徒指導ブロック連絡協議会

上記の情報交換会の後に、小学校

から中学校へできるだけスムーズに

児童が順応できるよう、綿打小中両

校の教員が参加して、話し合いをも

ちました。

「学習・行事班」（学習規律や家庭学

習の手引き作成など、系統的な内容に

なるよう協議）と「教育相談・生徒指導班」（学校生活のきまりや危機回避などに

ついての共通理解と協議）に分かれ、連携して取り組む内容や指導内容が系統的

になるよう話し合いを行い、これをきっかけとして、今後も様々な面での連携を

さらに深めていくことを確認しました。

＊合同校内研修 ８／２１（水）

前群馬大学教職大学院教授の矢島正先生を講師に

お迎えし、『「児童生徒の対話力」を育てる授業づく

り』というテーマで、講義とワークショップを行い

ました。会話と対話は違う、授業の中で対話が生ま

れるような課題設定が大事など、授業に有用な講義

と演習に、あっという間に時間が過ぎました。大変

実のある研修を小・中の教員で一緒に学べたこと

も意義あることです。今後の指導につなげます。

＊運動会について＊令和元年度の運動会は、

こすだのつぶやき･･･略して「こ・つ・ぶ」 Vol.７

「ＭＫＪ」をめざします！

学校経営方針の柱の一つ「わくわく」（子ども達が毎日

わくわくしながら学校に通い）」「たのしく（できた・

分かった楽しさを感じる授業）」の具体的な姿として、

今年度の私たち教師の目標を「子ども達の目が輝く授業」

ＭＭＭＭ ｅ （目が）

ＫＫＫＫ agayaku（輝く） 『 Ｍ Ｋ Ｊ 』Ｍ Ｋ Ｊ 』Ｍ Ｋ Ｊ 』Ｍ Ｋ Ｊ 』

ＪＪＪＪ yugyo （授業) としました。

ＭＫＪに必要な要素として「意欲意欲意欲意欲」（児童も教師

も）「認認認認めめめめ合合合合い・い・い・い・信頼関係信頼関係信頼関係信頼関係」(学級経営）「授業力授業力授業力授業力」

（実態把握・教材研究・学習過程を構築・わかり

やすい授業 等）とし、職員相互で模擬授業を行

ったり、情報を共有したりして、児童の学力の向上

につながるよりよい授業を目指しています。

「模擬授業」とは、私たち教師が児童役になり、

実際に授業を受けるもので、１学期は「道徳」、夏

休み中には、「英語」や「体育」の模擬授業を行い

ました。発問や板書、活動のさせ方、声がけなど、

様々な視点から考えたり実際に体験したりして、

授業力の向上につなげています。

２学期も、わくわく・たのしい授業をめざし、私た

ち教師自身も、目を輝かせて授業を進めます。
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講師の先生のお話に引き込まれ、教師相

互も対話し「対話力」の大切さを実感し

た実り多い研修でした、



いくつか変更点があります。

◎◎◎◎競技時間競技時間競技時間競技時間のののの短縮短縮短縮短縮についてについてについてについて

・暑さ対策も考慮し、終了時刻を早めました。 １３：３０～ 閉会式予定

これに伴い、昼食も早くなります。 １１：１５～１２：００ 昼食・休憩

・時間が短く午後も遅くならないので、おにぎりやサンドウィッチ等の軽食でオッケーです。

・昼食時の飲み物はペットボトル可ですが、見学時は水筒のみでペットボトルは不可です。

◎延期の場合について◎延期の場合について◎延期の場合について◎延期の場合について

・２８日(土）が雨天の場合は、２８日は休み。運動会は、２９日(日）に延期。

・２９日(日) も雨天の場合は、２９日は登校。運動会は１０月１日(火)に延期。

・月曜日の１～4校時の授業をして、教室でお弁当を食べて下校。（13:00頃）

・スクールバス下校便はでません。

◎３０日は、振替休業日で休み・28日か29日に実施しても延期しても、お休みです。

＜＜＜ お願い ＞＞＞

＊駐車場はありませんので、自家用車での来校はご遠慮ください。
＊観覧場所の場所取りは、前日の午後５時～８時と当日の朝６時から可とします。
＊夜中や早朝などの来校は、近隣の方に迷惑となりますので、絶対絶対絶対絶対におやめくださいにおやめくださいにおやめくださいにおやめください。。。。

校舎外壁の補修・塗装工事について

７月から始まった外壁の補修・塗装工事のため、現在

は写真のように足場が組まれ黒い覆いが掛けられていま

す。塗装の完了は１１月下旬の予定です。しばらくは、

教室が暗かったり出入り口が狭かったりしますが、授業

に支障をきたさないよう、子ども達の安全面にも十分配

慮して指導していきます。ご理解、ご協力をよろしくお

願いします。

先生の紹介：田中和泉先生

お子さんを育てるためにお休みしていた田中和泉先生が、

８月1日より５年２組の担任として復帰しました。５年生は

1年生の時に受け持っていた学年ということで。田中先生は、

子ども達の成長に驚いていました。

どうぞよろしくお願いします。

柳と桜の枝の剪定・・・落ち葉が側溝にたまり、台風や

大雨の際水が溢れて通れなくなるという声をいただきま

した。そこで、ＰＴＡと八八会（歴代会長副会長の会）

に相談をし、枝の剪定を行いました。とてもすっきりし、

見通しもよくなりました。ありがとうございました。




