
 
 
 
 
 
 

          

人との

 授業の後、Ｍさんが「今日の授業

ると、「最初は分からなかった問題が解けるようになったから」と教えてくれました。いつも黙

っていることが多いＭさんですが、その時間はたくさん手を挙げて自分の意見を

た。どんな子供でも授業の中で新しい発見をし「分かった」「できた」と感じた時は

に学びがいを感じ「また、やりたい」という次の意欲につな

本校は、そんな「学びがいを感じる

学習を進めることを大切にしています。

ループで実験をしたり、話し合い

えを出し合い、自分の考えを深めていました。また、

語科「ごんぎつね」の授業では、子供たちは自分とは違う考え

を聞くことで、「あれ、Ａさんはこう

ちらなのだろう」と気持ちが揺さぶられ、さらに話合いに集中

していました。２年生算数科「かけ算

見を他の子供が付け足して説明することを通して全員に考えが

広まっていく様子が見られました。

ここで紹介したのはほんの一例ですが、子供たちは友達と関

わり合う授業を通して、一人では感じることのできない

い」を感じています。また、友達と関わり合うことで考えを深めるだけでなく、友達のよさを認

め合う姿も見られました。これからも

目指して、教職員一同さらに日々の授業

＊ ＊ ＊ ＊  たくましい心と体

庄南小学校では、子供たちが「自分の立てた目標に向かって粘り強く運動に取り組むことがで

きる」姿を目指しています。運動能力の向上や肉体的なたくましさだけでなく、よりよいものを

目指す向上心、物事に粘り強く取り組む心など

てていきたいと考えています。 
子供たちは休み時間に、サッカーや鬼ごっこ、ドッジボール

に体を動かしています。また、今年度から一輪車を使用できる

ようになった中庭では、何度も諦めずに挑戦したり、下級生

の手を取って教えてあげたりする素敵な

これまで運動委員会の子供たちが中心となって行ってきた

「５０ｍ走」と「持久走」の運動強調週間には、目当てカード

に書いた自分の目標を達成できるように一生懸命に走る姿がた

くさん見られました。今後も、「球技大会」や「縄跳び強調週

間」等を企画・運営し、庄南っ子が楽しみながら心と体を育て

られる取組を続けていきたいと思います。子供たちの健やかな

成長にご協力をお願いいたします。

との関わり合う場を大切にして 

  研究主任 ３

今日の授業は楽しかったな」とつぶやいた時「どうして？」と聞いてみ

ると、「最初は分からなかった問題が解けるようになったから」と教えてくれました。いつも黙

っていることが多いＭさんですが、その時間はたくさん手を挙げて自分の意見を

でも授業の中で新しい発見をし「分かった」「できた」と感じた時は

に学びがいを感じ「また、やりたい」という次の意欲につながっていきます

学びがいを感じる授業」を目指して日々取り組み、特に

学習を進めることを大切にしています。６年生理科「植物のからだのはたらき

話し合いをしたりすることで様々な考

えを出し合い、自分の考えを深めていました。また、４年生国
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見を他の子供が付け足して説明することを通して全員に考えが
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２日（金）児童集会（２限）こども
集金振替日 

３日（土）親子地場産料理教室 
５～９日 ふるさと庄南挨拶運動
５日（月）書初指導（３年、４年

組）６限質問教室（全学年
 ７日（水）書初指導（１年、２年

お話の部屋 短作文コンクール
委員会 ６限質問教室

 ８日（木）書初指導（３年、４年
１２日（月）PC 指導（５年、６年）
１４日（水）６限なし ベルマークの

２年庄南のじまん発表会
１５日（木）書初指導（５年、６年
１８日（日）地域合唱の会１７：００
２０日（火）集団下校 13:00 個別懇談会
２１日（水）給食終了 集団下校 13:00

個別懇談会② 
２２日（木）終業式 集団下校 1２
２３日（金）天皇誕生日 
２４日（土）冬季休業（～１／９まで

みんなでインフルエンザ

今月初旬、市内中学校でインフルエンザ感染拡大による学級閉鎖の措置が取られました。例年と比べて

１か月以上早い流行の兆しに、本校でも予防を呼び掛けています。全校に予防を呼び掛けた翌日、風邪症

状が見られる児童のほとんどがマスクを着用して登校し、児童や保護者の方の予防意識の高さがうかがわ

れました。学校は集団生活のため感染が拡大しやすく、一人一人の予防がとても大切です。

におかれましても、大切なお子さんや家族

 

手洗 マスク 

通学路

昨今、全国の通学路では、児童が巻き込まれる交通事故が多発しております。子供たちの登下校時に通学

路を走行される際には、今以上に減速・徐行のうえ

 社会を明るくする運動作文
 最優秀賞 ６年 太田優菜
富山県駅伝競走大会 
 ６位 ６年 名畑空飛
 友好レース出場 ６
富山県夏の読書感想文
 感想文・低学年の部
わたしの新聞コンクール
 銅賞 ６年 竹山晴紀
ワールドカップ記念バレーボール
 ３位 庄南ⅤＢＳ 
県バレーボール小学生大会砺波
 ２位 庄南ⅤＢＳ 
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発表会（３、４限） 
年） 
００ 

個別懇談会① 
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みんなでインフルエンザ予防            

今月初旬、市内中学校でインフルエンザ感染拡大による学級閉鎖の措置が取られました。例年と比べて

１か月以上早い流行の兆しに、本校でも予防を呼び掛けています。全校に予防を呼び掛けた翌日、風邪症

状が見られる児童のほとんどがマスクを着用して登校し、児童や保護者の方の予防意識の高さがうかがわ

れました。学校は集団生活のため感染が拡大しやすく、一人一人の予防がとても大切です。

お子さんや家族を守るために、予防にご協力いただきますようお願いします。

うがい 睡 眠 栄 養 予防接種

地域にひびけ合唱の輪の
 １１月１９日、庄南小学校で「第１８回地域にひびけ
が開かれました。「地域合唱の会」の合唱をはじめ、素敵な歌声のＢＭ
コーラス、庄西中学校の合唱コンクール最優秀賞を受賞した３年生の皆
さん、元気いっぱいでかわいい歌声の太田幼稚園、中野幼稚園、庄下保
育所の年長さん、庄南小学校の全校児童による合唱が行われました。締
めくくりは、参加者全員で「ふるさとの空」を歌いました。地域の皆さ
んの明るく元気な歌声が体育館いっぱいに響きわたり、楽しい一時を過
ごしました。たくさんの皆様のご参加をありがとうございました。

通学路の安全について（お願い） 
昨今、全国の通学路では、児童が巻き込まれる交通事故が多発しております。子供たちの登下校時に通学

減速・徐行のうえ左右の安全を十分確認されますようお願いします。

運動作文コンテスト 
太田優菜 ６年 清原希紘 

名畑空飛 ６年 井上夢時 
６年 川田 楓 

読書感想文・感想画コンクール 
部 銀賞 ２年 大川愛桜 

コンクール感想文の部 
竹山晴紀 

バレーボール大会 

小学生大会砺波ブロック大会 

ランキングサーキット（バドミントン） 
女子２位 ６年 淸原百那子 
女子３位 ６年 川田 楓 
女子１位 ５年 金子芽句 
女子１位 ４年 附木美桜 
女子２位 ３年 飯田倖華 

 淸原百那子 ６年 川田 楓 
 水上奈美  ５年 金子芽句 
 宮脇美羽  ５年 安念杷夏 
 中関友椛  ４年 附木美桜 

サッカー大会 
ＳＣ 

年 高澤 歩 ６年 平木 圭 

   養護教諭 石崎妙子 
今月初旬、市内中学校でインフルエンザ感染拡大による学級閉鎖の措置が取られました。例年と比べて

１か月以上早い流行の兆しに、本校でも予防を呼び掛けています。全校に予防を呼び掛けた翌日、風邪症

状が見られる児童のほとんどがマスクを着用して登校し、児童や保護者の方の予防意識の高さがうかがわ

れました。学校は集団生活のため感染が拡大しやすく、一人一人の予防がとても大切です。ご家庭や地域

、予防にご協力いただきますようお願いします。 

防接種 

の集い 
１１月１９日、庄南小学校で「第１８回地域にひびけ合唱の輪の集い」

が開かれました。「地域合唱の会」の合唱をはじめ、素敵な歌声のＢＭ
コーラス、庄西中学校の合唱コンクール最優秀賞を受賞した３年生の皆
さん、元気いっぱいでかわいい歌声の太田幼稚園、中野幼稚園、庄下保
育所の年長さん、庄南小学校の全校児童による合唱が行われました。締
めくくりは、参加者全員で「ふるさとの空」を歌いました。地域の皆さ
んの明るく元気な歌声が体育館いっぱいに響きわたり、楽しい一時を過
ごしました。たくさんの皆様のご参加をありがとうございました。 

昨今、全国の通学路では、児童が巻き込まれる交通事故が多発しております。子供たちの登下校時に通学

されますようお願いします。 


