
 各学級で２学期をふりかえり，自分たちがが
んばってきたこと，やりぬくことができたこと
について話し合い，「学級の宝物」をまとめま
した。各学級の代表がお昼の放送の時間に，全
校に向けて発表をしました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  瑞穂市立生津小学校 学校だより   冬休み号 

まごころこめて磨き合う なまづっこ                   

「なかまと まごころこめて すすんで やりぬく子」 

         ～こころ磨き・学び磨き・健康磨き～              2016. 12.26発行 

３－１  
・班長，学習，そうじ，きゅうしょくの４つのリーダー会がク
ラスのために働いた  
・大なわ８の字とびで新きろく  
・自分たちで進めるじゅぎょう  
・「ひびきあい集会」後もすてきな心がいっぱい  
 

３－２   
 ・すすんで･･･「お返しあいさつ」をずっと続けている  
 ・思いやり･･･あいての目を見て話が聞けた  
         「ぽかぽか見つけ」ができた  
 ・全力･･･ハンドサインをつかって話し合いができた  
       きゅう食がいつも完食   

ほほえみ２   
 ・むずかしいこくご・さんすうのべんきょう 
 ・むずかしいテスト 
 ・８の字とび 
 ・「にこにこことば」「じゅぎょうのはじまり」すごくよくなった  
 

ほほえみ１   
 ・あいさつ１０００回（大きな声・目を見る・おじぎ）  
 ・だまってそうじ･･･いつもできた  
 ・えいごげき･･･みんなでつくりあげた  
 ・さそいあってなかよくあそんだ  
 ・ともだちのきもちをかんがえ，よいところを見つけた  

４－１   
 ・全力･･･全員きょ手発言で授業に高まり 
      すべての班がＣＰをやりきった 
 ・協力･･･大なわ にこにこ言葉が215回  
 ・自分も･･･うれしい気持ちになる歌声  

ちょボラでいっぱい 

１－１    
 ・やさしさ･･･大きなこえであいさつ  

お返しのあいさつもできた  
 ・がんばり･･･ぜんいんきょしゅができた  
         しずかにだまってそうじができた  
 ・げんき･･･はみがきがじょうずにできるようになった  

４－２   
・みんなで声を出し合って，大縄の最高記録ができた  
・ちょこっとボランティアを続けて行った  
・くつ箱のくつそろえにこだわった  
・きょ手発言がふえた  
・話し手を大切にした聞き方ができるようになった  

１－２    
 ・がんばり･･･目ビーム へそビーム  

ぜんいんきょしゅ  
 ・げんき･･･大なわ92かい しんきろくたっせい  
 ・やさしさ･･･キラキラことばがたくさん  
        ともだちとおしえあい  
 

５－１   
 ・学習 ･･･「話し手を見て反応」「つないで発言」で学

習内容を深めた  
 ・10分配膳･･･給食委員の呼びかけと一人一人のこ  

だわりで達成  
 ・大縄･･･練習でリズムをつかみ，記録更新  
 

２－１    
 ・ちょうせん･･･きゅうしょくはいぜん８分だい  
         おおなわ８の字とびで１８２かい  
         学年あいさつボランティア  
 ・やさしさ･･･ハンドサインで話を聞いてなかまを大切にした 
 ・考え･･･時間をまもってじゅぎょうかいし  
 

５－２   
 ・進んでみんなで･･･スピード配膳，ＳＦやりきり  
 ・最後までねばり強く･･･さっと切りかえ，席チャイム  
               自分なりのノートまとめ  
 ・仲間を思いやる･･･全員挙手を目指して  
             声かけ，あたたかい反応  
  
 ２－２    

 ・しんけん･･･社会見学にむけてあいさつ 右がわ通行  
        きりかえができた 
 ・思いやり･･･１年生をたのしませようとくふうしたとりくみ 
 ・ちょうせん･･･ベルせき100回  11分はいぜん10かい 
         リーダー中心にとりくめた 
       

６－１   
 ・挑戦･･･全員挙手  記録更新  
      班で教え合う姿が増えた  
      自分の考えを表・式・図で書けようになった  
 ・一丸･･･仲間がうれしくなる言葉が増えた  
       よびかけに応える姿が増えた  
 

２－３    
・やる気･･･全いんきょ手や学級キャンペーンでよびかけ 
       ができた 音読・九九・ケド・カドをがんばった 
・元気･･･外遊びができた  

きゅう食をぜんぶ食べた日がふえた 
・なかよし･･･「なまづっこせんげん」どおり，友だちとなかよし 

 
６－２   

 ・「やさしさキャンペーン」で聞く姿勢を高めようとした 
 ・校外学習に向けて，「当たり前のことを当たり前にしよ
うと取り組むことができた 

さいごまで 

がんばった 



３指導委員会 

 

 

 
※１２／２６現在の予定です。変更する場合があります。 

 ※下校時刻については ,1２／１６(金)配付の「下校予定時刻一覧表」でご確認く
ださい。（④⑤等は、校時を表します。） 

◆全校で初めての 

ULTRA  COOL  NAMAZU賞 

２年１組に授与！ 
５月から全校で取り組み始めた

「Cool Namazu」賞。どの学級も今以
上の自分たちの姿を求めて, これまで
に様々な取組が展開されてきました。 
その中でも 12 月には， 「 Cool 

Namazu」賞の最高の賞である「Ｕｌｔｒa 
Cool Namazu」賞が全校で初めて２年
１組に授与されました。（２年１組は，
今までに「Cool Namazu」賞を 10枚集
めて「Super Cool Namazu」賞が授与
され ，今回は ，更 に 「 Super Cool 
Namazu」賞５枚目ということで，「Ultra 
Cool Namazu 」賞の授与となりまし
た。） 
主な取組としては，･･･ 

・給食片付け ８分台 １０日間達成 
・挨拶 ２０人 １０日間達成 
・全員挙手 １０日間達成 
等，どの取組も「いつでも どこでも だ
れとでも」を合言葉に，授業や日常生
活の中で，自分たちで決めて自分たち
で取り組んできたものです。この取組に 
          よって，学級全員が 
          「ちょっとみんなでが 
          んばればやりきること 
           ができる」ことを感じ  

取ることができたこと 
と思います。 
今学期は，他の学 
級も「○年○組らし 
い」取組に挑戦し，

それが「生津小の確かな進化」となっ
て子どもたちの大きな成長に結びつき
つつあると思います。３学期は，わずか
５４日間（１，２，６年は５３日間）です。
総仕上げの３学期を子どもたち一人
一人が成就感をもって終えることがで
きることを期待します。 
◆学校アンケートへのご協力 

   ありがとうございました。 
 第２回学校アンケートでのご意見をも
とに，学校全体として今までの取組や
指導を見直し，来年度に生かしてまい
ります。アンケート結果につきまして
は，後日，配付予定です。ご協力いた
だき，ありがとうございました。 

 
 
 
 
 
 
 

 

日 曜 行   事 給食  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 日    元日  

2 月 振替休日  

3 火   

4 水   

5 木   

6 金   

7 土   

8 日   

９ 月    成人の日  

10 火 登校指導 第３学期始業式 書き初め(２年) ４時間授業 一斉下校  ○ 

11 水 発育測定(２年 ほほえみ) 書き初め(１，４，５年) ○ 

12 木 県学力状況調査（４，５年） 学力テスト（２．３年） 発育測定(１，６年) ○ 

13 金 発育測定(3～５年)書き初め(３，６年) Ｐ本部役員会 ○ 

14 土   

15 日 瑞穂市駅伝大会  

16 月 一斉下校 ○ 

17 火 ６年租税教室 ⑥委員会 ○ 

18 水 なかよし活動 ○ 

19 木 ⑥スポーツテストⅡ屋外種目（４～６年） ○ 

20 金 代表委員会（昼） ○ 

21 土 Ｐ実行委員会  

22 日   

23 月 ②児童集会（５年発表） Ｐ家庭教育学級 一斉下校 ○ 

24 火 ⑥クラブ ○ 

25 水 なかよし活動 ○ 

26 木 ⑥スポーツテストⅡ屋内種目（４～６年） ○ 

27 金  ○ 

28 土   

29 日   

30 月 登校指導 ①全校朝会 一斉下校 ○ 

31 火 穂積北中一日入学（６年児童，保護者） ○ 

２月の主な行事予定（変更する場合があります。）  
１日（水）なかよし活動（５年生中心） ⑥クラブ（３年生見学） 
３日（金）Ｐ本部役員会 
６日（月）②児童集会（１年発表）一斉下校 新一年生入学説明会 
７日（火）大縄大会 ⑥委員会 
９日（木）⑤６年薬物乱用防止教室 

１０日（金）③④３年豆腐づくり 
１１日（土）  建国記念の日 Ｐ実行委員会 
１３日（月）一斉下校 
１４日（火）代表委員会（昼）⑥クラブ（最終回） 
１５日（水）なかよし活動 全校５時間授業 
１６日（木）授業参観・懇談会（１～５年 ほほえみ）Ｐ学級役員会 
１７日（金）授業参観・懇談会（６年） 
２０日（月）②児童集会 一斉下校 
２１日（火）⑥委員会 
２２日（水）なかよし活動 
２３日（木）⑥６年生を送る会準備（５年生以外５時間授業） 
２４日（金）②③６年生を送る会 
２７日（月）登校指導 一斉下校 
２８日（火）⑥委員会 

１月の生活目標 

「３学期」「０学期」のスタートをきろう→「教室の換気・手洗い・うがいをしよう」 

【１月の行事予定】 

そのために 

★運動場の高木剪定作業のため，運動場使用禁止 

冬休み 

よ いお年を  
お迎え く ださ い。 

生津小学校 職員一同  

※１６日～２０日に
「命を守る訓練」を
実施 



 


