
 

 

 

 
 

学校スローガン《 学ぼう 遊ぼう つながろう友だちと！ 》 

今日で１学期が終わります。今年の１学期は、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を 

維持しつつ、同時に、熱中症への対策も講じながら、効果的な学習保障のための学習指導に 

取り組むとともに、子どもたちの充実した学校生活のため、学校行事につきましても、実施 

方法を工夫しながら慎重に進めてまいりました。この４ヶ月、様々な場面で子どもたちの 

大きな成長を感じることができました。これも保護者の皆様のおかげと、感謝の気持ち 

でいっぱいです。ご支援ご協力いただきありがとうございました。 

 

  

 ３５日間という長い休みの間、生活が不規則になりがちです。早寝早起きを心がけ、勉強は涼しい午前中にすませるこ

とができるよう、計画を立てましょう。規則正しい生活は、夏バテや熱中症の予防のみならず、様々な活動への意欲、そして

2学期のスムーズなスタートにもつながります。 

また、本日の終業式で子どもたちに有意義な夏休みにするために２つのお話をしました。１つめは、新しい「本」との出会

いを大切にすること、２つめは、お家でお手伝いをすること、です。 

 １つめの『新しい「本」との出会い』について。夏休み期間中、学校の図書室から一人３冊の貸出を行いました。そのほか、

地域の図書館や本屋さんに出かけたり、電子図書館の本を読んだりする機会があるといいですね。コロナへの対応で、ま

だまだ自由にいろんな場所に行くことがむずかしい状況が続きますが、本の世界を旅することはできます。想像の翼を広げ

て、外国など遠いところや、大昔のような過去へ行ったり、未来へ旅したりできるという強みが、本にはあります。ぜひ、すてき

な本との出会いができるよう、ご協力お願いします。 

２つめの『1日ひとつ、お手伝い』について。毎日続けられるお手伝いをすることで、自立心や責任感が育ちます。有意義

な休みにするために、夏休みの過ごし方について、ぜひご家族で話し合ってみてください。２学期にすてきな本との出会い

やお手伝いについてのお話が聴けることを楽しみにしています。 

 

 

コロナ禍での対応が必要です。各ご家庭でも引き続き対応をお願いします。 

コロナ関連のことやお子様の様子で心配なことなどがありましたら 

学校までご連絡ください。 

郡山西小学校： 0743－53－8930（平日：8：30～17：00） 

（土・日・祝日につきましては、翌週明けに、 

学校閉校日期間中 

〔8／１２（金）、１５（月）、１６（火）〕につきましては 8／17（水）にお願いします。） 

 

 

  コロナ禍でも年間を通じて全学年で取り組める体力向上の取組の１つとして、共通の「なわとびカード」（低・中・高学

年用）を作成し、個々の目標に向かって、自分のペースで取り組んでいます。「何回跳べたか」チャレンジする機会をつく

りたいと、運動委員会の子どもたちが、昼休みに学年ごとの日を設定し、体育館で検定会を行いました。熱中症予防対

応のために３年生と４年生は実施が延期になっています。時間や場所、体調に合わせて、夏休みもチャレンジできればい

いですね。でも、決して無理のないように。２学期以降も継続して取り組みましょう。 

 

 

ナラ・シェイクアウトとは「奈良県いっせい地震行動訓練」のことです。７月１１日（月）午前１０時３０分に地震が起こった

という想定で奈良県全域一斉訓練が行われました。郡山西小学校も少し時間をずらして参加しました。地震発生の放送

が流れたら、その場で、机の下に入るなどしてシェイクアウトの態勢を１分間行いました。 

 

 

たいへん暑い中、個人懇談会へのご出席ありがとうございました。短い時間ではありまし 

たが、学校やお家での１学期の子どもの様子についてお話ができ大切な時間となりました。 

子どものよかったところとさらにがんばるところを保護者の方とともに確認して、夏休み、 

そして２学期の子どもの成長に生かしていきたいと思います。 

個人懇談会：7月 13日(水）・14日(木）・15日(金） 
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令 和 ４ 年 ７ 月 ２０ 日 

大和郡山市立郡山西小学校  

 校長 榊  京 子 №４ 

夏休みの過ごし方について 

夏休み中の連絡について 
 

ナラ・シェイクアウト：7月 11日（月） 

なわとび検定会：６月 21日(火）〔6年生〕・22日(水）〔5年生〕・7月 5日(火）〔1年生〕・7日(木）〔2年生〕 
 
 

学校閉校日期間中、 

〔8／１２（金）、１５（月）、１６（火）〕 

緊急の場合は別紙にてお知らせしましたとおり、 

大和郡山市教育委員会事務局学校教育課 

０７４３－５３－１１５１〔内線 ７２２〕 まで 

お願いします。 

 



 

 

 

 

 

      学校スローガン《 学ぼう 遊ぼう つながろう友だちと！ 》 

今年の梅雨入りは遅く、降雨の量も少なかったようですが、すでに梅雨が明け、校庭の木々から蝉の鳴き声が聞こえてく

るなど、夏のシーズン到来となりました。急激に気温が上昇し、熱中症の危険度が増しています。新型コロナウイルス感染

対策を引き続き行いながら、マスクの適切な着脱の指導も行っています。睡眠と栄養を十分取って、元気に登校してほしい

と思います。保護者のみなさまには、お子さんの体調管理、そして熱中症への対応（マスクの着脱についてのお話や水筒の

準備など）を引き続きよろしくお願いいたします。熱中症対策について（6／23配布）も再度ご確認ください。 
 
 
日帰りで里山の駅『風とんぼ』に行きました。雨模様続きで心配していた天候も崩れ 
ることなく、プログラム通り実施することができました。オリエンテーリングやアスレチック、 
キャンプファイヤーなどの活動を友達と力を合わせてがんばりました。本番までに準備し 
てきた行程も含めて、協力することの大切さを学ぶとともに、心の残る友達との思い出が 
できたことと思います。この体験を今後の学校生活にも生かしていってほしいと思います。 

 
 
  バスに乗り、飛鳥方面へ歴史の旅に出かけました。飛鳥寺では本堂に入り、お寺の方から飛鳥大仏の話を聞きました。
石舞台古墳では、石室を見学しお弁当タイムを楽しみました。その後、高松塚古墳、キトラ古墳をめぐりました。帰校後の児
童の感想には、「壁画の美しさやきめ細やかなことや壁に描かれていることに驚いた。」など、学習後は、「『入鹿の首塚』っ
てあれか！」と、実際に見たり聞いたりしたことで、より歴史に対する興味を高め、もっと知りたい・調べたい思いが膨らんだ
ようです。さらに、身近にある古墳や校区にある郡山に関わりのあることに対して自ら問いを持つことへとつながっていった
ようです。体験することの意義を改めて感じています。 
 
 
給食センターの栄養士さんにご来校いただき、学級ごとに「給食ができるまで」について、映像を基に、クイズを取り入れ
ながらお話ししていただきました。 市内小学校１１校の児童や職員分の給食をつくるため、朝早くから準備を始めているこ
と、たくさんの材料を洗ったり切ったり調理したりするための機械や道具のこと、衛生管理、栄養のバランスを考えて、おいし
く食べられるように工夫されていること、さらに配達の様子などを教えていただきました。また、給食センターの人々の思いを
お話ししていただきました。これからは、食前の「いただきます」食後の「ごちそうさま」の感謝を給食センターの方たちにも
届けたいですね。 
                                                           
   
体育館で郡山警察や市民安全課の皆様の協力を得て交通安全教室を 
実施しました。２学年ともビデオを視聴した後、１年生は歩行についてのルールについて学びました。信号の見方、横断歩
道や踏切の渡り方を実際に歩いて体験しました。４年生は自転車は車両の一つであること、そしてルールを守らないと事故
になり、被害者にも加害者にもなってしまう恐れがあることなどを学びました。交通事故に遭わないように、自分の身は自
分で守るためにも、子どもたちには交通ルールを守ってほしいです。 

 
５月に続き、今年度２回目の授業参観となりました。

参観ということで、普段以上に良い意味での緊張感に包まれていたようです。授業場面は異なりますが、お子さんや学級
の１ヶ月前から成長した様子をご覧いただけたのではないでしょうか。繰り返しになりますが、お子さんの頑張りに是非とも
賞賛の言葉をかけていただき、今後の意欲へつなげていただきたいと思います。 
 

 町のすてきを見つけるために、校区を3つに分けて
みんなで探検にいき、見つけたすてきを学級で発表し、意見交流することでみんなのものにしています。第1回目は城の台
公園方面（青・白方面）です。虫や緑（草花や樹木）をたくさん見つけました。第2回目は緑方面です。並木道沿いに色々な
お店があることに気がついたようです。第3回目が楽しみです。意見交流したことで視野が広がった子どもたち。今後も、家
の近くや校区内にあるたくさんのすてきに出会えることを楽しみにしています。 

 
教員が担当を決め、子どもたちが安全に下校できる

ように、子どもたちの下校を見守りながら各方面を周回しました。日頃より子どもたちの安全を見守っていただいている方
々には感謝しております。先月に引き続き、子どもたちには決められた通学路を通り、交通ルールを守ろうとする意識をもつ
ことができるよう指導しています。ご家庭でもご確認をお願いいたします。 
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令 和 ４ 年 ７ 月 １ 日 

大和郡山市立郡山西小学校  

 校長 榊  京 子 

野外活動（５年生）：６月３日（金） 

遠足（６年生）：６月７日（火） 

下校指導強化月間：５月 16日（月）～7月 1日（金） 

№３ 

出前授業〔きゅうしょくセンターってどんなところかな？〕（1年生）：6月 6日(月）・8日(水)・10日(金） 

分散授業参観：６月 23日（木）・24日（金）3・5校時 

交通安全教室（1･4年生）：6月 16日（月）20日（金） 

1年生のそだてている朝顔が既に咲き始めています（6／28撮影） 

 

町たんけん（２年生）：5月 19日（水）・6月 16日（木） 



 

 

 

 

 

      学校スローガン《 学ぼう 遊ぼう つながろう友だちと！ 》 
新緑の緑が目に鮮やかな季節から梅雨の季節に移ろうとしています。第 46回創立記念日も含め飛び石十連休から始
まった５月、感染対策を継続しながら子どもたちは元気に登校してくれています。友達や先生方とはもとより来校された
方々と自分から進んで挨拶をする姿に感動する毎日です。さらにみんなで元気と笑顔をつないでいきましょう。 

 
 
PTA 総会は資料〔５月２日（月）配布〕議案について書面での審議を行い、５月９日（月）全ての案件の承認を受けてＰ
ＴＡの令和４年度新体制がスタートしました。 昨年度は感染対策の継続による学校行事の縮小や中止、生活スタイルの変
化等、様々な状況を鑑みての PTA 規約や規則についての見直し等、今までにないご苦労をおかけしました。一年間ＰＴＡ
活動をリードしていただいた坂本会長はじめ各役員・委員の皆様には心よりお礼申し上げます。また、上荷新会長はじめ新
役員・委員の皆様へのご支援ご協力をよろしくお願いいたします。 

 
 
  第１回目のクラブ活動。昨年度に引き続き、感染対策のために５・６年生での活動となりました。どのクラブも今年度の計
画をし、実際の活動を始めていました。児童の主体的に生き生き活動する姿が印象的でした。雨天のため予定していた運
動場での実施ができなかったクラブも屋内での交流を通してクラブの仲間たちとのつながりができた１時間となりました。
次回は、天候に恵まれますように・・・。 
 

社会科の学習で、わたしたちの生活を支える仕事の
一つ、ごみの処理について、大和郡山市清掃センター（エコクリーン）の方にご来校いただき、清掃センターでのゴミ処理、
焼却後の灰の行方、ゴミの分別や再利用「4R」について等、DVD視聴やリーフレットを資料にていねいにお話していただ
きました。実際にお話を聴くことで、ゴミの処理方法だけでなく分別によって再利用することの大切さについて、一人一人が
問題意識をもてたようです。今後も問題解決的に学習を進め、生活に生かしてほしいと思います。 
 
 
  災害警報が発令されたときなど、緊急下校が安全且つ迅速にできるように訓練を行いました。感染対策のため、全校で
の実施を見合わせ、各学年で実施日を設定しました。緊急時の下校先が通常と異なる児童（学校待機等）の動きも確認
し、色別に分かれて通学路の安全点検も行いました。児童には決められた通学路を通り、交通ルールを守ろうとする意識
をもつことができるよう指導しています。ご家庭でもご確認をお願いします。 
 
 
  2日間の3・5校時、合わせて4校時にわたり、感染対策を講じ、分散での廊下からの授業参観となりました。ご覧いただ
くのは1家庭1校時のため、4校時全てをご覧いただくことができず残念ではありましたが、それぞれの場面でお子さんの
学校での様子をご覧いただき、共通の話題に花が咲いたことと思います。お子さんの頑張りに是非とも賞賛の言葉をかけ
ていただき、今後の意欲へつなげていただきたいと思います。参観された保護者の方から｢普段の様子をみることができ、
貴重な時間をありがとうございました。｣｢今まであまり見ることのできなかった教科の学習の様子を見ることができてうれ
しかったです。｣｢4時間も準備していただいて、先生方も大変だったのではないでしょうか。｣等々ご感想もいただきました。 
 

感染対策を講じ、学級 
単位で、2年生が1年生への入学歓迎として、一人一人に歓迎メッセージとプレゼント（昨年 
度大切に育てた朝顔の種）を渡しました。少しの時間ではありましたが、一人一人が対面し 
て言葉を交わすことができ、たくさんの笑顔の花が咲きました。みんなの思いやりの心を栄養 
にして、きっと朝顔の花もたくさん咲くことでしょう。今後ビデオによる学校案内も行われます。 
学校の秘密をたくさん見つけて益々学校を大好きになってほしいと思います。 
                                                                                                                  
 
社会科学習で、主に自分たちの市を中心に地域の社会生活を学習する３年生。市内にある施設の中でも身近に関わる
やまと郡山城ホール、市立図書館。実際に見学に行き、実際に見て、肌で感じることで、施設だけではなく、そこで働く人々
の思いや人々との関わりに対する知的好奇心を高めることができたようです。今後の学習展開が楽しみです。 
  

４月２５日(月)～４月２８日(木)の間、各ご家庭を訪問させていただきました。ご多用の中ご協力あ
りがとうございました。聞かせていただきました内容につきましては、今後の参考にさせていただきます。また、ご相談等、随
時ご連絡いただければ対応させていただきます。今後とも、ご理解ご協力よろしくお願いします。 

学校通信 

校外学習〔施設見学〕（３年生）：５月 30日（月） 

家庭訪問のお礼 

百聞は一見にしかず 
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令 和 ４ 年 ５ 月 31 日 

大和郡山市立郡山西小学校  

 校長 榊  京 子 

PTA 総会（書面議決） 

クラブ開始（５･６年生）：５月１３日（金） 

よろしくね（1･２年生）：5月 25日（水）・26日（木） 

ありがとうございました 

 

よろしく 
お願いします 

 

№２ 

出前授業〔エコクリーン〕（４年生）：5月 12日（木） 

分散授業参観：5月 23日（月）・24日（火）3・5校時 

緊急下校訓練（各学年毎）：5月 16日（月）～20日（金） 



 

 

 

 

 

      学校スローガン《 学ぼう 遊ぼう つながろう友だちと！ 》 

 

４月６日（水）、登校後、新教室へ移動しクラス替えをしました。離任式では７人の先生方からビデオメッセージをいただ

き、お別れをしました。その後着任式で７人の先生方をお迎えしました。そして始業式。子どもたちには、新しいクラスで友達

や先生との「出会い」を大切にしてほしいこと、自分の「目標」をしっかりもって新しい１年を始めてほしいことを次のように

話しました。郡山西小学校の今年の目標は、「みんなでつなぐ元気と笑顔」です。３つの約束「元気なあいさつ」「しっかり

聞く」「友達と仲良くすること」を大事にして、みんな元気で笑顔いっぱいの郡山西小学校にしていきましょう。続いて担任

の先生を発表しました。    

 

 

  ４月１１日(月)、春爛漫の美しい季節、保護者の皆様のご臨席を賜り、 

入学式を執り行うことができました。ありがとうございました。新入生８８名 

にも、始業式と同様、郡山西小学校の３つの約束をお話ししました。暖かな 

陽差しの下でクラス写真を撮ることもできました。 新入生の皆さん、毎日元気に登校してください。                                                                                                                   

 

 

  ４月１９日(火)から１年生の給食が始まりました。１年生の給食の初日の献立は毎年カレーです。 

ポークカレー、やきウインナー、入学お祝いとして付いたミニクレープが美味しかったと口々に感想を 

言ってくれました。今は、少し早めに４時間目を終えて、給食準備に取りかかっています。お片付けも 

がんばっています。すぐに慣れて素早くできるようになるでしょう。   

 

 

４月２０日(水)の朝、リモートで在校生と新入生との対面式がありました。６年生が司会進行し、校長、児童代表のことば

のあと、１年生のことばとして、事前に撮影した動画の視聴をしました。「１年生多いな。かわいいな。」など各教室で１年生

を温かく見守る様子を窺うことができました。 また、登校時に１年生の歩くスピードに合わせて少しゆっくり歩いたり、休み

時間には学校のルールを教えてあげたりと、１年生のことを大切に思う姿が見られ、うれしく思っています。                                              

 

 

校長    榊 京子          教頭    種池 進太郎 

  １組 ２組 ３組 

１年 小松 瑞稀 森 彩乃 太田 美奈子 

２年 村内 靖枝 森口 美月 伊藤 祐里子 

３年 富山 允景 狗飼 菜々子 今井 祐樹 

４年 奥原 史子 近藤 洋佑 山本 梓 

５年 大中 亜衣 原   瑛 瀧川 亮 

６年 石田 孝子 林   弘貴   

特別支援 

つくし こぶし たけのこ 

東久保 直子 小栗 麻理子 神垣 純 

ひまわり さくら すみれ 

早稲田 雅子 佐藤 瑞希 瀬川 文代 

たんぽぽ   

豊田 祐子   

教務 原井 智史   

音楽専科 山本 真由美   

図工専科 真狩 あい      

養護 三谷 風香   
 

支援員 二木 朋子 小中 佐代子 日谷 陽子 

事務 山下 真璃 増田 眞規   

学校用務 杉本 昭美   
 

学校通信 

学校のまど 
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令 和 ４ 年 ５ 月 ２ 日 

大和郡山市立郡山西小学校  

校長 榊  京 子 

離着任式 始業式（リモート） 

入学式 

対面式（リモート） 

職員紹介 

【転出】 

原 宗史校長先生 

（河合町立河合第一中学校へ）     

中野 ひとみ先生（退職） 

日谷  陽子先生  （退職） 

松本 隆行先生  （退職） 

五味 真紀子先生 

（奈良市立鼓阪北小学校へ）       

吉田 優子先生（田原本市立南小学校へ） 

松岡 麻友美先生（退職）       

看護師 中川 富久美さん 

（郡山中学校へ）    

【転入】 

榊  京子校長先生（昭和小学校から）     

瀧川 亮先生（奈良市立朱雀小学校から） 

山本 真由美先生 

（三郷町立三郷北小学校から） 

狗飼 菜々子先生（新任）    

佐藤 瑞希先生 （新任）           

三谷 風香先生 （新任） 

真狩 あい先生 （新任）        

初めての給食 

ありがとうございました

「 

 

よろしく 
お願いします 

 

№１ 



 
                                                                                                                                                                                            


