
 

 

「自分からする力」を育てる 

校 長  荒川 巌 

夏休み中、思い思いに取り組んだ自由研究や学習の成果
を手に子どもたちが元気に登校しました。夏休み期間中静
まりかえっていた学校に活気が戻ってきました。これから
始まる２学期が一人一人にとって大きな成長の時となる
よう気持ちを引き締めているところです。 
 さて、1学期始業式に「自分からする力を伸ばそう」と
呼びかけました。『自分から…（挨拶をする）（調べてみる）
（話しかけてみる）（質問してみる）（意見を述べる）（自
主学習にとりくむ）』など、自分から行動する力がこれか
ら大切になると思うからです。今日持ち寄った自由研究や
学習にもたくさんの「自分から…」があると思います。各
学級や学年で行われる発表会を通して、友達が「自分から
したこと」を感じ取ることも自分の成長に大きく役立つと
思います。 
 また、この夏も子どもたちの周りには、保護者・地域の
皆様の支えがたくさんありました。７月２３日（土）の日
新七夕は、PTAの皆様のアイディアと協力する力が結集
し、盛大にそして楽しく終えることができました。合わせ
て夕方から「やちだも公園」で花火大会がありました。公
園いっぱいに集まった子どもたちや保護者・地域の皆さん
が一緒になって盛大な花火を楽しみました。 

８月６日（土）の「ろうそくもらい」
には234名の子どもと116名の保護者
の方々が参加し、地域の方々とふれあ
う楽しいひとときを過ごしました。 
ラジオ体操も学校や地域の公園な 

ど６カ所で行われました。どの会場に
もたくさんの子どもたちが元気に参加していました。桑園
や円山で行われた盆踊りにもたくさんの人が集まりまし
た。大勢の方々が集う姿に地域の活力を感じました。一つ
一つの行事の準備にご苦労をいただいた皆様に感謝申し
上げるとともに、子どもたちのために多くの方々が自ら力
を発揮し協力してくださっていることを改めて子どもた
ちと確かめ合いたいと思います。 
 いよいよ今日から２学期が始まります。子どもたちがそ
れぞれ自分から力を発揮して「輝き」、みんながそれを認
め合い支え合って「響きあう」学校づくりを目指してまい
ります。今学期も保護者の皆様地域の皆様のご理解とご協
力をよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜  

22 月 ・２学期始業式（４時間授業、給食なし）  
・図書返却週間（～２４日） 
・自由研究交流（～２４日） 
・交通安全指導①  

23 火 ・６年Ｔｒｉａｌ-Ｋ体験授業 ・交通安全指導②  

24 水 ・委員会⑥ ・交通安全指導③ 

2５ 木 ・1年クリーン大作戦 ・５．６年リーダー会 
・交通安全指導④ ・校外パトロール 
・ＳＣ相談日（スクールカウンセラー） 

2６ 金 ・避難訓練③ ・６年こころの劇場 
・パワーアップタイム  
・学校徴収金納入日（再引き落とし） 

27 土 ・桑園大縄跳び大会 

28 日 ・桑園地区開拓祭り 

29 月 ・引き取り訓練 

30 火  

3１ 水 ・クラブ⑤ 

９／1 木 ・後期教科書配付 ・児童図書貸出開始 

２ 金 ・全校遠足 

３ 土  

４ 日  

５ 月 ・中休み交流① ・ＡＬＴ５年 

６ 火 ・中休み交流② ・ＡＬＴ６年 ・ＳＣ相談日 

７ 水 ・４年食指導 ・委員会⑦ ・1年心臓検診 

８ 木 ・中休み交流③ 

９ 金 ・中休み交流④ ・パワーアップタイム 
・全校遠足予備日 ・資源回収 

１０ 土 ・共栄町内会敬老会 

１１ 日  

１２ 月 ・スポーツテスト週間（～２０日） 
・学校徴収金納入日 

１３ 火  

１４ 水 ・クラブ⑥ 

１５ 木 ・校外パトロール 

１６ 金 ・パワーアップタイム ・日だまり合同学習 
・5年食指導 

１７ 土  

１８ 日  

19 月 敬老の日 

20 火 ・ＡＬＴ５年 

21 水 ・ＡＬＴ６年 ・４年青少年科学館 
・委員会⑧ ・1年保護者給食試食会 

22 木 秋分の日 

23 金 ・席書大会 ・ＳＣ相談日 

24 土 ・5年中央地区音楽会（山鼻南小） 

2５ 日  

２６ 月 ・教育公開保護者文書配付 
・学校徴収金納入日（再引き落とし） 

２７ 火 ・学習発表会特別時間割開始 

２８ 水 ・クラブ⑦ 

２９ 木  

３０ 金 ・全校朝会公開＆学校説明会【１校時】 
・参観授業【２校時】（懇談会なし） 
・前期通知表発行 
・6年Ｋｉｔａｒａファーストコンサート 
・パワーアップタイム 

平成 2８年（201６年）８月２２日 No．７ 

札幌市立日新小学校 学校便り 

 

９月３０日（金）の学校説明会で説明します 
裏面に、「学校説明会」当日の時程が載っていますので、

ご確認ください。保護者の皆様におかれましては、何か
とご予定もあるとは思いますが、ぜひ多数のご参加をお
願い致します。今年度から変わる「通知表」について説
明をさせていただき、本校が目指す学力を踏まえ、その
視点をもって、その後の「授業参観」「通知表配付」を行
いたいと考えております。 



生活のリズムを整えましょう！ 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

  

 

教育公開・学校説明会 

「日新の通知表」が変わります！ 
 「全校朝会」「学校説明会」「授業参観」とい
う流れで、当日は進めさせていただきます。 
 学校説明会では、短時間での実施となります
が、前期学校評価を踏まえた本校の課題を参加
者皆で共有するとともに、後期に向けた目標も
明らかにしていきたいと考えています。また、
当日配付となる「前期通知表」について、改訂
のポイントなどを説明させていただきます。 
たくさんの御参加をお待ちしております。 

 
【日時】  ９月３０日（金） 
【内容】 
①全校朝会公開（8:45～9:00） 

◇会場準備 10 分間 
②学校説明会  （9:1５～9:25） 

◇授業会場への移動 10分間 
③授業公開（２校時／9：35～10：20）  

 ※保護者の入場は、８時２０分開始です。 

３５分までに、体育館にご入場ください。 
   ８時３５分から児童が入場し、４５分か 

らすぐに全校朝会がスタートします。 
会場は大変混み合うことが予想されます

ので、全校朝会開始後の途中入場は、でき 
  るだけ、お控えください。余裕をもって、 
  事前の入場をお願いします。 
 
【お願い】 
□保護者の皆様は、上履きを各自でご用意いた
だくことになっています。 

□自家用車でのご来校はご遠慮ください。学校
周辺は駐車禁止となっています。 

□自転車は正面玄関左側に並べて置くようにお
願いします。 

□廊下等での私語はくれぐれもお控えください。 

全校遠足を行います 
今年度も体力づくりや仲間づくり、自然に親しむこ

となどをねらって全校遠足を行います。日時や目的
地、持ち物・服装などは下記の通りです。 

 
【日 時】 ９月２日（金）＊予備９月９日（金） 
【目的地】  
低学年 学校→北海道神宮→円山公園 

◆片道約２．２㎞ 
中学年 学校→発寒河畔公園→宮の沢ふれあい公園  

◆片道約５．８㎞ 
高学年  学校→発寒川サイクリングロード 

→五天山公園 ◆片道約７．８㎞ 
【持ち物】 
□リュック □弁当 □おやつ（２００円以内） 
□雨具 □タオル □敷物 □おしぼり □ごみ袋
□水筒（水かお茶・スポーツドリンクも可）  
□その他学年で持たせるもの（詳しくは学年・学級だ 
よりをご確認ください） 

【服装】 
□動きやすい服 □はきなれた運動靴 □体育帽子 
【雨天時】 
・雨天時の連絡はありません。実施できない場合は、 
前日に置いていった学習用具を用いて、通常通りの 
５時間授業を行い、９月９日分のパワーアップタイ 
ムを実施後、下校します。（15：10 頃下校）なお、 
延期の場合も給食はありません。お弁当を持たせて 
ください。 

・遠足が延期となった場合は、９日のパワーアップタ 
イムはありません（前の週で実施）。それにより、 
14：40 頃の下校となります。 

暑かった夏休み。今日から始まった２学期も、

もう少し暑い日が続きそうです。まずは、生活の

リズムを整えて、元気に学校に通えるようにしま

しょう。学校生活の始まりにあたって、今一度生

活のリズムを整える気持ちをもつために、全校で

「生活リズムチェックシート」に取り組みます。

保護者の方に記入していただく欄もあります。御

理解と御協力を、よろしくお願いいたします。 

  

さあ、2学期の始まりです！ 

○暑い日が続いているので、水分・栄養・睡眠
を十分にとりましょう。 

○「日新の挨拶」を２学期も続けましょう。 
○廊下歩行や休み時間の過ごし方をよく考え、
怪我に気を付けましょう。 

○放課後の公園等での過ごし方を考えましょ
う。水遊び・ボール遊び・自転車の乗り方・
ごみの始末など、一緒に利用する人のことを
思い、マナーを守って利用しましょう。 

○学習面、生活面、体力づくり面など、新たな
目標をもってチャレンジしましょう。 

 

 

学校で記入 

家庭で子どもが記入 

家庭で保護者が記入

記入 

担任が記入

記入 


