
 

 

 

 

 

 

 

安全な学校生活を送るために
 
「先生、膝をすりむきました！」「頭が痛いです。」保健室には

が来室します。子供のけがの手当てをしながら、理由を聞い

早く体育館に行きたくて、廊下を走って転んだり、左側を歩いていたた

めに友達とぶつかったりしていることが分かりました。

そこで、けがをしないで安全な学校生活を送ることが

学校全体で「階段や廊下を右側歩行できる子供」を目指して、次のよう

な取組を行っています。例えば、毎月、

設定し、児童保健委員会が、校内７か所で廊下や階段を右側歩行してい

るかどうか調べています。その結果を

掲示したりして、全校に発信しています。

は、「落ち着いて歩いているね。」等の言葉をかけたりして

意識を高めるようにしています。 

また、２学期の始めには、どうすれば全校みんなが右側歩

行できるかを学級で話し合いました。

これらの取組の成果を右側歩行強調週間の結果

ると、増減はありますが、右側歩行を意識できる子供が、少

しずつ増えてきているようです。（右グラフ参照）

これからも庄南っ子たちが、安全に学校生活を送ることが

できるよう、取り組んでいきたいと考えています。

 
 

＊ ＊ ＊ ＊  心も体も健やかに
 
今年度、庄南小学校では、子供たちが「様々な運動に目標をもって

取り組むことができる」姿を目指しています。体力・運動能力の向上

だけでなく、よりよいものを目指す向上心、諦めずに最後まで取り組

む心等の精神的なたくましさも、体力つくりを通して育てていきたい

と考えています。 
グラウンド改修工事が終わり、子供たちは、新しいグラウンドでサ

ッカーや鬼ごっこ、ドッジボール等をして元気に体を動かしています。

遊具が設置されている場所でも、「使用するときの約束」を守って遊

具を使い、他学年の友達とも仲よく遊ぶ姿が見られます。これか

らも、休み時間には、進んで様々な運動遊びに取り組み、楽しく体力

つくりをしてほしいと思っています。

これまで、児童運動委員会では、子供たちが中心となって

週間を行ってきました。どちらの取組にも、子供たちは自分の目標をもって参加し、一生懸命に走

っていました。また、先月行った「ドッジボール大会」では、チームの全員が投げられるようにボ

ールを渡してあげたり、ボールを当

今後も、「なわ跳び強調週間」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。
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育館に行きたくて、廊下を走って転んだり、左側を歩いていたた

いることが分かりました。 
しないで安全な学校生活を送ることができるために、

学校全体で「階段や廊下を右側歩行できる子供」を目指して、次のよう

例えば、毎月、第３週目に右側歩行強調週間を

設定し、児童保健委員会が、校内７か所で廊下や階段を右側歩行してい

るかどうか調べています。その結果を給食の時間に知らせたり、廊下に

掲示したりして、全校に発信しています。そして、右側歩行ができている子供に

「落ち着いて歩いているね。」等の言葉をかけたりして、右側歩行の 

 

２学期の始めには、どうすれば全校みんなが右側歩

行できるかを学級で話し合いました。 

右側歩行強調週間の結果からみてみ

、増減はありますが、右側歩行を意識できる子供が、少

しずつ増えてきているようです。（右グラフ参照） 
これからも庄南っ子たちが、安全に学校生活を送ることが

できるよう、取り組んでいきたいと考えています。 
 

心も体も健やかに ＊ ＊ ＊ ＊           体力つくり担当

今年度、庄南小学校では、子供たちが「様々な運動に目標をもって

取り組むことができる」姿を目指しています。体力・運動能力の向上

だけでなく、よりよいものを目指す向上心、諦めずに最後まで取り組

む心等の精神的なたくましさも、体力つくりを通して育てていきたい

グラウンド改修工事が終わり、子供たちは、新しいグラウンドでサ

ッカーや鬼ごっこ、ドッジボール等をして元気に体を動かしています。

る場所でも、「使用するときの約束」を守って遊

とも仲よく遊ぶ姿が見られます。これか 
らも、休み時間には、進んで様々な運動遊びに取り組み、楽しく体力 
つくりをしてほしいと思っています。 

これまで、児童運動委員会では、子供たちが中心となって「短距離走」と「持久走」の運動強調

週間を行ってきました。どちらの取組にも、子供たちは自分の目標をもって参加し、一生懸命に走

っていました。また、先月行った「ドッジボール大会」では、チームの全員が投げられるようにボ

当てられた友達には励ましの声をかけたりする姿が見られました。

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。 
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週間を行ってきました。どちらの取組にも、子供たちは自分の目標をもって参加し、一生懸命に走
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＜持久走強調週間＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

１日（金）児童集会（２限）  
２日（土）親子地場産料理教室 
４～８日 ふるさと庄南挨拶運動 
４日（月）書初指導（1 年２組、２

６年）集金振替日
 ５日（火）書初指導（3 年、5 年）

６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 質問教室（下学年）

 ７日（木）書初指導（1 年１組、３年、
６年） 

 ８日（金）パソコン指導（３年～６年）
１３日（水）ベルマークの日 
      ４年虫歯予防教室（２限
      ６限なし 集団下校 15:10
１４日（木）ベルマークの日 

２年庄南のじまん発表会（３、４限）
１５日（金）全校６限なし 
１７日（日）地域合唱の会１７：００
１９日（火）全校６限なし 
２０日（水）集団下校 13:00 個別懇談会①
２１日（木）給食終了 集団下校 13:00

個別懇談会② 
２２日（金）終業式 集団下校 1２:１５
２３日（土）天皇誕生日 
２４日（日）冬季休業 

きれいな

校内持久走大会（1１
 １１月１０日、素晴らしい秋晴れの下、持久走大会を開
催しました。１年生から６年生まで精一杯の力を出し切っ
て走りました。ゴールしたあとには、
に温かい声援を送る子供の姿が見られました。

大勢の保護者の方々に来ていただき、
い拍手を送ってくださいました。子供たちは、
り元気いっぱい走ることができました。
ました。 

一生懸命走

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

社会を明るくする運動作文コンテスト

 優秀賞 ６年 飯田虎

税に関する作品 標語の部

 金賞 ５年 成瀬敬忠

富山県小学生駅伝競走大会

 友好レース出場 ５年

砺波市文化祭将棋大会 

 次勝 ４年 田嶋 廉

砺波市ランキングサーキット

シングルス５年 女子２位

      ５年 女子３位

      ４年 女子３

    3 年以下女子２

     3 年以下女子３

     3 年以下男子２

 ダブルス６年 女子２位

６年 金子芽句

     ５年  女子２位

５年 淸原理穗子５年

 
年２組、２年、４年、 

集金振替日 
年） 

、２年、４年） 
短作文コンクール  

質問教室（下学年） 
３年、５年、 

８日（金）パソコン指導（３年～６年） 

２限） 
15:10 

２年庄南のじまん発表会（３、４限） 

）地域合唱の会１７：００ 

個別懇談会① 
13:00     

１５ 

地域にひびけ合唱の輪の集い
 １１月１８日、庄南小学校で「第１９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、ＢＭコーラス
さん、庄西中学校３年生の皆さん、太田幼稚園、中野幼稚園、庄下保育
所の年長さん、そして庄南小学校の全校児童による合唱が行われまし
た。どのステージにおいても、心温まる素敵な歌声が体育館いっぱいに
広がり、楽しい一時を過ごすことができました。
員で合唱した際には、心が一つになり、とても素晴らし
多くの皆様にご参加いただきありがとうございました。

きれいな歌声が響きました 

１/１０） 
素晴らしい秋晴れの下、持久走大会を開

催しました。１年生から６年生まで精一杯の力を出し切っ
ゴールしたあとには、がんばっている仲間

の姿が見られました。 
いただき、大きな声援と温か

子供たちは、気合いが入
り元気いっぱい走ることができました。ありがとうござい

一生懸命走りました 

社会を明るくする運動作文コンテスト 

飯田虎汰朗 

標語の部  

成瀬敬忠      

駅伝競走大会 

年 附木美桜 

 小中学生の部 

廉 

砺波市ランキングサーキット（バドミントン） 

女子２位 ５年 附木美桜  

女子３位 ５年 中関友椛 

３位 ４年 飯田倖華 

２位 ３年 原田莉子 

３位 ３年 清水菜乃沙 

年以下男子２位 ３年 川田 榛 

女子２位  

金子芽句 ５年 附木美桜 

女子２位  

淸原理穗子５年 横山日咲 

地域にひびけ合唱の輪の集い 
回地域にひびけ合唱の輪の集い」

の合唱をはじめ、ＢＭコーラスの皆
、庄西中学校３年生の皆さん、太田幼稚園、中野幼稚園、庄下保育

庄南小学校の全校児童による合唱が行われまし
心温まる素敵な歌声が体育館いっぱいに

広がり、楽しい一時を過ごすことができました。「ふるさとの空」を全
、とても素晴らしい瞬間でした。

ありがとうございました。 


