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生活指導部より
冬休みに向けて
楽 し く 安 全 に 冬 休 み を過 ご す た め 、 ご 家 庭で お
子 さ ん と 一 緒 に 次 の こ とに つ い て の 話 し 合 いを お
願い したいと思いま す。

12月の予定
３日(月)
４日(火)
５日(水)
６日(木)

①交通ルー ルを守り、事故 にあわないように
しましょ う。

2学期のまとめを子供たちと共に
副校長

笹原天平

急に 朝の冷え込みも 厳しさを増して来 ました。各教室 に様子を見に行く と、どこの教室も 出入り口のド
アを閉 め暖房を入れて いました 。早い もので今年もあと 1 か月を残す のみとなりました 。冬休みをひか え、
２学期 の学習や生活の まとめを行う時期 です 、同時に 、ご家庭 とともにこの１・ ２学期の活動を 振り返り 、
自身の 成長を実感でき る期間としても大 切にしていきた いと願っています 。ぜひ、ご家庭で もお子様と話
す機会 をとって頂き、 一人一人のがんば って取り組んで きたことを大いに 認め、励ましてい ただければと
考えて います。
毎週 金曜日になると 担任や専科の先生 方に、次の週の 計画を見せて頂き 、月末には各学年 の「学校だよ
り」を 皆様のお手元に 届く前に読まさせ て頂きます。学 校を回りながら、 教室にいる子供た ちの様子も見
に行き ます。みんなが 真剣に先生の話を 聞いているクラ ス、グループに席 を並び替えて自分 の考えを友達
に伝え 合っているクラ ス、理科の実験に 使う道具を集中 しているクラス。 そうした子供たち の様子を嬉し
く見て います 。同時に｢なるほど 、○△ 先生は 、こういう内容 を計画されてい たんだ｣、｢学年だより に子供
たちに 考えさせたいと 書かれていたのは 、この 学習のことか｣と事前に見 ている計画やたよ りでは 、読み取
れなか った実際の活動 とを結びつけてい ます。
毎日遅くま で、教室や 職員室に残 り授業の準 備をされている先 生方の様子と共 に、毎日学校に送 り出し
て下 さっている 保護者の 皆様、毎朝 登校班の集 合場所に子供たち を見守って下さ っているお母様方 の姿、
通学 の様子を見 て下さる パトロール の方々、学 校を整え、安全に きれいにして下 さっている主事さ ん方、
学 習を 陰か ら支 えて 下さ って いる 支援 員･補 助員 の方 々、 先日 の学 芸会 でも 眼を 細めな がら 劇を 参観し て
下 さっ た地 域の 方々 ･･･本当 に多 くの 大人 に見 守ら れな がら過 ごし てい る｢尾久 六っ 子｣たち です 。もち ろ
ん、そ こにはいつも一 緒にがんばってい る友達がたくさ んいます。
高学年にも なると、こ ちらから聞 く場を作ら ないと、学校生活 の様子を詳しく 知る機会も少ない かもし
れま せん。ぜひ 、ご家庭 と共に多く の人に育ま れた子供たちが、 この１・２学期 を通して、何をが んばっ
てどう 過ごしたのか 、ご家庭でも思い 切り認め 、賞賛 することを前提に 聞いてあげてみ て下さい 。そし て、
自分 の周りに目 を向け、 感謝する気 持ちを育ん で頂ければと願っ ています。学年 のまとめの３学期 に向け
て、学 校でも子供たち の気持ちを高めて いきたいと考え ています。

７日(金)
８日(土)

・青信 号で横断歩 道を渡る 時には、車 が来ないか
どうか何 度も確認して渡 るようにしましょ う。
・狭い 路地から道 路に出る ときには、 必ず一時停
止を して安全を 確認して から渡るよ うにしまし
ょう｡

10
11
12
13

②夕焼けチ ャイムが鳴った ら、家に帰るよう に
しましょ う。

14 日(金)
15 日(土)

・今、夕焼 けチャイムは４ 時に鳴ります。４ 時半
に は暗くなり ますので、 暗くなる前 に家に戻れ
るように しましょう。
③規則正し い生活を送りま しょう。
・冬休 みは、大晦 日・元旦 などがあり 生活が不規
則 に な りが ち で す。 毎 日 の 計 画を た て 、「 早寝
早起 き・朝ごは ん」を実 行し、家庭 学習、お手
伝いがで きるようにしま しょう。

日(月)
日(火)
日(水)
日(木)

16 日(金)
17 日(月)
19 日(水)
20 日(木)
23 日(日)
24 日(月)
25 日(火)
26 日(水)

全校朝会・保護者 会(４ 〜６学年)
代表委員会 15:40 〜
２〜６学年 4 時 間授業 13:20 下校
※ 1 学年は研 究授業のため 5 校 時
まで 14 時 20 分下校と なります
児童集会・委員会 活動
歯磨 き指導(１学年)
保護者会(１〜３学年)
授業公開日(月曜時程)
５年 学年･学級 PTA(４校時)
全校朝会・安全指 導
５学年校外学習
全学年４校時授業 (下校 13:15)
児童集会(仲良し班)
クラ ブ活動
区学力向 上のための調査 (全学 年)
ピロポロ大会(尾久六小校庭)
仲よし班給食
側彎 検診(5 年)
仲よし班遊び
児童朝会
避難訓練
集会 (音楽)・クラブ活動
天皇誕生日
振替休日
終業式･大掃除･給 食終
冬季休業日始

④お年玉は 計画的に使うよ うにしましょう。
・お年玉は 、家の人と話し 合って貯金をした り、
買いたい 物を買ったりし ましょう。
※特に ③の帰宅時 間につい ては、周囲 が暗くなっ
た遅 い時間にも 、子供た ちの遊んで いる姿が
公園で見 られるなど、地 域の方々からの心 配
される声 が学校に届いて おります。ぜひ、 家
庭でも約 束を確認して頂 き、お声かけをお 願
い致しま す。

がんばれピロポロ大会
6 年 担任 坂本 秀一郎
１２月１５ 日（土）に、ピロポロ大会が 行われます 。
今年 は４０名の児童 が、低学年の部と 高学年の部に
分か れて出場します 。昨年は高学年が 見事優勝！
高 学年は、今年も 連覇を目指し、ま た低学年も順
位を 一つでも上げる ことを目標に、み んなで練習を
頑張 っています 。当日は本校で大 会が行われます ので、
子供 たちの熱い戦い に声援を送りに来 てください！
さあ、み んな〜、今年も 勝つぞ〜！！！
オー ッ！！！

※ 始業式は１月８日(火)です。
給食もこの日か ら始まります。
下校は、１時 20 分 ですので、
お間違えのない よう、よろし
くお願い致しま す。
始業日の荷物な どは、各学年
だより等をご覧 下さい。

｢生活アンケート｣のお願い
子供 たちの学校生活 を振り返って頂き 、
｢尾久六っ子 の生活５ヶ条｣についての 内
容に ついてご回答頂 きます。児童とと も
に保 護者の皆様にも 生活の様子をご確 認
頂き 、よりよい生活 習慣の定着を図っ て
いき たいと考えてお ります。ご協力よ ろ
しく お願い致します 。
※最終提出 日 １２月８日(土)担任まで

