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つよい⼦ やさしい⼦ よく考える⼦
〒700-0964
岡⼭市北区中仙道1丁⽬18-20
TEL.086-241-0936
FAX.086-241-3025

5年⽣ 校外学習

９⽉２⽇（⽉）
 ５年⽣は校外学習でＪＦＥスチールとライフパーク倉敷に⾏ってきました。ＪＦＥス
チールでは，鉄が作られる過程を⽬の当たりにし，あまりの迫⼒に⼤興奮でした。ま
た，ライフパーク倉敷ではプラネタリウムを⾒て，星や宇宙の美しさに癒やされまし
た。どちらも⼦どもたちの⼼に深く刻まれる体験となりました。

⼆学期 始業式

９⽉２⽇（⽉）
 ⼆学期の始業式がありました。⼦どもたちの元気
な声が⻄⼩学校に戻ってきました。１３⼈の新しい
仲間も加わりました。宿泊研修や修学旅⾏，⾳楽発
表会など⾏事が盛りだくさんの⼆学期もがんばって
いきましょう。

⽔泳記録会

７⽉３０⽇（⽕）
 ⽔泳記録会がありました。３〜６年⽣，３６⼈が
参加。トビウオクラブなどで蓄えてきた⼒をこの⽇
に発揮しました。５０ｍ⾃由形では１５年ぶりに⼤
会記録が更新されました。応援に駆けつけてくださ
った保護者の皆様，ありがとうございました。明⽇
からまたトビウオクラブがあります。しっかり練習
していきましょう。

終業式

７⽉１９⽇（⾦）
 １学期の終業式です。夏休み４４⽇間をどう過ご
すか，⾃由に選ぶことができます。興味があること
を詳しく勉強する，思いっきり運動する，たくさん
休むなど，どのように使うか⾃分でしっかり考えて
「夏をデザイン」しましょう。始業式に元気なみん
なに会えるのを楽しみにしています。

備蓄品について

 本校では，今年度から⼤規模災害発⽣時の児童
引き渡しまでの間の⾷料と⽔の確保のための備蓄
を児童・教職員全員分⾏うこととしました。備蓄
品は，５年間保存のアレルギー対応の⽶粉クッキ
ー（棚の中）と７年間保存の５００ｍｌのペット
ボトル⼊りの⽔（壁際）で，校舎内に写真のよう
に⼀括して保管しています。⽔については卒業ま
での期間，⽶粉クッキーについては４年間の保管

後返却，新たに購⼊して保管をします。

2019年 9⽉ ⾏事予定 

⽇ 曜⽇ 予定

09/01 Sun  岡⼭県学童⽔泳⼤会

09/02 Mon  ２学期始業式 ３校時まで １２︓００下校

09/03 Tue  給⾷開始 町別児童会 １５︓００下校

09/04 Wed  修学旅⾏説明会（１６︓００〜）

09/05 Thu  ⽉曜時程（１〜３年５校時まで ４〜６年６校時まで）

09/06 Fri  

09/07 Sat  

09/08 Sun  

09/09 Mon 学年朝会（２・４・６年⽣） １５︓００下校

09/10 Tue  委員会 避難訓練※17⽇に延期 安全の⽇

09/11 Wed  

09/12 Thu  ５年⽣ 校外学習
⼭の学校説明会（１６︓００〜）

09/13 Fri  ５年⽣ 校外学習

09/14 Sat  

09/15 Sun  

09/16 Mon  敬⽼の⽇

09/17 Tue  ⻄⼩タイムなし  避難訓練

09/18 Wed  ６年⽣ 修学旅⾏１⽇⽬

09/19 Thu  ６年⽣ 修学旅⾏２⽇⽬
海事研修説明会（１６︓００〜）

09/20 Fri  

本校について 本校の取り組み 学校だより 気象警報発令時の安全確保 ⻄⼩アーカイブ

http://www.city-okayama.ed.jp/~nishis/h31keikakusyo.pdf
http://www.city-okayama.ed.jp/~nishis/honkounituite/honkounituite3.29.html
http://www.city-okayama.ed.jp/~nishis/honkounotorikumi/trikumi.html
http://www.city-okayama.ed.jp/~nishis/gakkyudayori/gakkoudayori.html
http://www.city-okayama.ed.jp/~nishis/201904keiho_anzenkakuho.pdf
http://www.city-okayama.ed.jp/~nishis/nishisyo_archives/60kinenarcive.html
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やまびこクラブ

７⽉２⽇（⽕）
 １学期最後のクラブでした。やまびこクラブでは
紙コップを切ってブーメランを作りました。⾊塗り
をしてオリジナルの作品に仕上げていました。１学
期にはパッチンガエルや⼤きなこまも制作しまし
た。２学期もどんなことをするのか楽しみです。

⻄⼩遊びの国

６⽉２８⽇（⾦）
 ⻄⼩遊びの国がありました。４〜６年⽣が教室や体育館などに２７ものお店を構えま
した。この⽇に向けて，お客さんを楽しませようと⼊念に準備してきました。当⽇はそ
れぞれのお店にたくさんの児童が訪れ，盛り上がりました。他の学年の友達と笑顔で交
流することができました。

明和製紙の⼩六さんが来校

 明和製紙原料（株）の⼩六信和さんから，“紙”に
ついての話を聞きました。クラスで集まった古紙
からオリジナルのはがきを作ったり，紙のリサイ
クルの流れを教えてもらったりしました。４年⽣
のみんなもこの⽇得た知識を実⾏していきましょ
う。「紙はゴミじゃない︕︕」

どろんこ体験，⽥植え体験

 ６⽉１８⽇にどろんこ体験，２０⽇には⽥植え体験をしました。どろんこ体験を最初
は嫌だなあと思っていた⼦も⼀度⽥んぼに⼊ってしまうと，汚れることは気にならない
らしく，⻤ごっこをする⼦や中にはダイブする⼦もいました。⽥植えでは，ＪＡや地域
の⽅のアドバイスを聞いて，１本１本丁寧に植えることができました。

やまびこ学級園の様⼦

６⽉２０⽇（⽊）
 ４⽉に植えたとうもろこしと枝⾖がこんなにも⼤きくなっています。枝⾖は⽪だけで
きています。これから実が⼤きくなってくるのでしょうか。⼦どもたちは学習の合間を
ぬって，「もっと⼤きくなってほしい」という思いを込めて，草抜きや⽔やりを⽋かさ
ずにしています。

プールシーズン到来 ５年⽣

６⽉１４⽇（⾦）
 いよいよプールのシーズンが到来しました︕まだまだ⽔温は少し冷たいのですが，５
年⽣は泳⼒を伸ばそうと，みんなやる気に満ちあふれています。お家の⽅でもしっかり
励ましてあげてください。

09/21 Sat  

09/22 Sun  

09/23 Mon  秋分の⽇

09/24 Tue  クラブ

09/25 Wed  ３年⽣ 校外学習

09/26 Thu  

09/27 Fri  問屋町の話を聞く会

09/28 Sat  参観⽇ 講演会

09/29 Sun  

09/30 Mon  学年朝会（１・３・５年⽣）
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紫陽花

６⽉１２⽇（⽔）
 校庭を歩いていると紫陽花がきれいに咲いてい
ました。梅⾬が近づいてきているなと感じます。
この紫陽花，校庭のどこに咲いているかわかりま
すか︖

ヤゴ救出⼤作戦

５⽉２９⽇（⽊）
 ３年⽣は，ヤゴ救出⼤作戦を⾏いました。プー
ルに残ったヤゴなどの⽣き物を助けて，トンボに
なるまで成⻑を⾒守ります。⾍が苦⼿だった⼦ど
もも，友達が⼀⽣懸命取り組む姿につられて，お
そるおそる⾍かごをのぞいてみたり，さわってみ
ようとしたりしていました。近藤先⽣（ヤゴ先
⽣）も駆けつけてくださり，ヤゴのとり⽅や潜ん

でいる場所をよく聴いて，たくさんのヤゴを救出することができました。

運動会 ６年⽣

５⽉２５⽇（⼟）
 ６年⽣は，「全員がきらめく」を⽬標に練習し
てきました。動と静のメリハリをつけて，すべて
の技を全⼒で表現することで児童のきらめいた表
情を⾒ていただけたのではないかと思います。特
に最後の全員で創り上げた壁は迫⼒があったので

はないかと思います。
 組み体操で⼼も体も成⻑した６年⽣は今後の⾏事も学校のリーダーらしくきらめくこ
とと思います。

運動会 ５年⽣

５⽉２５⽇（⼟）
 ５年⽣は，「トライリレーⅠ・Ⅱ」と「真のヒ
ーロー対決 ⼤⽟送り２０１９」に出場しました。
どちらの競技もクラス全員の⼼を⼀つにして，全
⼒でバトンや⼤⽟をつなぎました。また，ヒーロ
ー対決では，⾚⽩に分かれてのダンスも⼤きな⾒
せ場でした。他にも各種委員会の仕事を責任をも
ってがんばれた児童も多くいて，縁の下の⼒持ち

となって運動会を成功に導く活躍ができました。

運動会 ３年⽣

５⽉２５⽇（⼟）
 ３年⽣は，「つなげ︕︕なかまのきずなバト
ン︕ Ⅰ・Ⅱ」と「ぐるぐるタイフーン２０１９」
に出場しました。どちらの競技もクラス⼀丸とな
って，全⼒でバトンや棒をつなぎました。特に
「ぐるぐるタイフーン」では，全員で声をそろえ
てすばやくジャンプしたり，しゃがんだりして，
１秒でも速く棒につなげるようにがんばっている

姿を⾒ていただけたと思います。ご声援ありがとうございました。

運動会 ２年⽣

５⽉２５⽇（⼟）
 ２年⽣は，初めてのダンスに挑戦しました。元
気いっぱい踊る姿から，練習の成果を出すぞとい
う気持ちを感じていただけたかと思います。ご声
援ありがとうございました。
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運動会 １年⽣

５⽉２５⽇（⼟）
 初めての運動会がありました。
 １年⽣は「はじめてのリレー２０１９」と「ノ
リノリ⽟⼊れ」に出場しました。かっこよく⾛る
１年⽣，元気いっぱい応援する１年⽣，かわいく
踊る１年⽣，たくさん⽟を⼊れる１年⽣の姿をお
うちの⽅や地域の⽅に⾒ていただけたと思いま
す。みんなとってもよくがんばりました。

運動会

５⽉２５⽇（⼟）
 岡⼭ドームで運動会を⾏いました。今年のスロ
ーガンは「⾚⽩ともに⼀丸となり 令和の歴史に
きざみこめ」です。⼀⼈ひとりが⼀⽣懸命⾛った
り踊ったりして，令和最初にふさわしい運動会に
なりました。

運動会に向けて

５⽉２０⽇（⽉）
 運動会まで残り５⽇です。本番に向けて練習に
励んでいます。学校では運動場や体育館から元気
な声が聞こえてきています。

社会科⾒学 ４年⽣

５⽉１３⽇（⽉）
 北消防署では消防⾞の種類にびっくり。煙をふきとばすブロアー⾞の⾵を受けてみた
り，消防⼠さんが訓練をする部屋を⾒せてもらったりしました。
 当新⽥環境センターでは，⾃分たちが出したごみがどのように処理されるのか実際に
⾒て学習し，焼却後の灰がセメントの材料など資源として⽣かされていることを知りま
した。

やご救出⼤作戦 〜話を聞く会〜

５⽉９⽇（⽊）
 ３年⽣は，総合的な学習の時間にヤゴ救出⼤作
戦を⾏います。近藤隆夫先⽣（ヤゴ先⽣）へのイ
ンタビューでは，プールに住む⽣き物やヤゴにつ
いての説明に⼦ども達は興味をもって聴くことが
できました。児童からもっと知りたいことについ
てたくさん質問が出て，ヤゴ救出⼤作戦に向け
て，やる気が上がってきています。

やまびこ学級園

５⽉８⽇（⽔）
 今年度もやまびこ学級園で野菜を育てます。１
学期は枝⾖ととうもろこしです。ゴールデンウィ
ーク前に植えた種がもうこんなにも成⻑していま
した。収穫を楽しみにみんなで⽔やりや草抜きを
していきます。

⽥んぼの学校 ５年⽣

４⽉２６⽇（⾦）
 今年も５年⽣恒例の「⽥んぼの学校」が始まりました。５年⽣では，⽶作りを通して
⽶作りに伴う苦労や⾷べ物の⼤切さ，⾃然環境を守っていくことの意義などを経験して
いきたいと考えています。この⽇は⽥んぼに⽣えた雑草をみんなで抜きました。
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１年⽣を迎える会

４⽉１９⽇（⾦）
 １年⽣を迎える会でした。全校児童が体育館に
集まるのはこの⽇が初めて。みんなで１年⽣の⼊
学をお祝いしました。⻄⼩憲法についての劇や２
年⽣からのプレゼントなどがあり，楽しいひとと
きを過ごしました。

⼊学式

４⽉１１⽇（⽊）
 ⼊学式がありました。新１年⽣２１６⼈の⼩学
校⽣活のスタートです。これからたくさん学んだ
り，遊んだりして「つよい⼦」「やさしい⼦」
「よく考える⼦」をめざしていきましょう。

退任式

４⽉９⽇（⽕）
 退任式があり，これまでお世話になった先⽣と
お別れしました。先⽣⽅の最後の⾔葉をしっかり
聴いていました。転任先の学校でも元気にがんば
ってください。

始業式

４⽉８⽇（⽉）
 始業式がありました。新２〜６年⽣，９８３⼈
の新年度がスタートしました。写真は校庭のハナ
ミズキです。つぼみがだんだん開いてきていま
す。

http://www.free-counter.jp/

