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運動会、ありがとうございました 

 今年は天候に恵まれ秋晴れの下での素晴らしい運動会になりま

した。２学期に入ってから始まった練習では熱中症を心配していま

したが、暑さも和らぎ比較的過ごしやすい日が多かったので、子ど

もたちの練習にも熱が入っていた様子でした。昨年度より安全を一

番に考えながらも達成感を味わえる運動会にすることに力を入れ

てきました。本番では、演技や競技に係活動にと力一杯にのびのび

と取り組む子どもたちの笑顔がいっぱいありました。先生たちと一緒に練習を積み重ねた苦労が

あってこその達成感です。 

  各ご家庭におかれましても、早寝早起きの励行やたっぷりの水分の準備など何かとご配慮をい

ただきましたこと、お礼を申し上げます。また、本校 PTAの皆様も一日中、目配り・気配りで献

身的に動いてくださっていました。正に縁の下の力持ちを務めてくださいました。皆様のご協力

に深く感謝いたします。ご協力ありがとうございました。 

 

 学力学習状況調査（質問紙調査）から見えること 

 ６年生は全国、４年生では奈良県の学力学習状況調査を実施しています。本校の最近２～３年間

の傾向として、「互いの話を聞き、自分の考えや意見を発表することが得意」「話し合い活動や発表

する活動、自分の考えを持つための調べる活動に積極的に取り組んでいる」と答えた児童は高学年

ほど平均より上回っています。社会科を中心に様々な教科や学習活動の中で、問題解決的学習や話

し合い活動、体験的活動が少しずつ実ってきていると感じています。また、規範意識や自尊感情で

も高い結果となっています。しかし、「調べたことや考えたことを文章に書くこと」や「創造力応用

力を働かせること」には苦手意識があるようです。また、学校の宿題には取り組んでいるが、自分

で計画を立てて予習や復習をすることができている児童は少なく、家庭学習の習慣を身につけるこ

とが課題です。これらの課題に対応し、学校と家庭の両方で子どもたちの「自ら学ぶ力」を育んで

いきましょう。どうぞご協力をよろしくお願いいたします。 

～家庭を学びの環境に～（奈良県教育委員会より） 

  

 

 

 

 

子どもの学習能力は、年齢によっても個人によっても異なります。子どもの発達の段階に合わせて、

子どもの「自ら学ぶ力」を育てましょう。そのためには、次のような家族の協力が大切です。 

 ●「規則正しい生活をする」～学力は規則正しい生活から～ 

  子どもが毎日家庭学習を続けるためには、何よりもまず家庭での生活リズムが整っていること

が大切です。「早寝、早起き、朝ごはん」など規則正しい生活を心がけ、心身ともに元気に過ごせ

るようにしましょう。 

 ●「学ぶ雰囲気をつくる」～落ち着いた環境で高まる集中力～ 

  決まった時間に落ち着いた場所で勉強する子どもの方

が、学力が高い傾向にあります。子どもが勉強する場所に、

学習に集中できないようなものがあれば片付け、勉強して

いる時間はテレビをつけないなど、子どもが勉強に集中で

きる雰囲気をつくりましょう。 

 ●「認め、励ます」～認めて伸ばす子どものやる気～ 

  親が「子どもにこうして欲しい」と思ったことができた

らほめ、できなかったら叱るといった、親の考え方を押し

付けるだけでは、自分で考えて行動する力が身に付きません。子どもの成長に合わせて、自分で

計画を立てて学習する機会を増やし、実行できたら、そのことを認め、励ましましょう。 

 ●「家族のふれあいをもつ」～温かい家庭が育む学ぶ意欲～ 

  「今日は何を習ったの？」と聞くことから、子どもの復習がはじまります。親が子どもの学び

に関心をもつことで、自分のことを見てくれているという安心感を与えます。また、思春期の子

どもには、人生の先輩としての経験を語るなど、親の適切なアドバイスが、子どもの健やかな成

長につながります。 

 ●「生活の中で学ぶ機会を与える」～活用できてこそ本当の学力～ 

  学校で学んだことを、ふだんの生活の中で生かしたり、自然や文化財など本物にふれたりする

機会をもちましょう。子どもの知的好奇心が高まり、「生きて働く知識」が育まれます。 

また、お手伝いを習慣付け、家族のために自分のできることをやり遂げる態度を育むことは、大

人になってからも、自分の仕事に責任をもつ態度を育てることにつながります。 

学習習慣の基本は家庭から～おうちの方へ～ 
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平成 29年 10月 4日発行 

めまぐるしく移り変わる社会の中で、将来、子どもたちがさまざまな課題に直面したとき、身に付けた知

識や技能を生かして自分なりの答えを見付け、よりよい生き方を求めていく力が求められています。その基

本となる力が「自ら学ぶ力」です。「自ら学ぶ力」は、子どもの成長の中で少しずつ育まれていくものです。

学校での学習はもちろんのこと、家庭でも進んで学習する習慣を身に付け、「自ら学ぶ力」を育みましょう。 
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さあ、2学期が始まりました 

  42 日間の長い夏休みも終わり、子どもたちの笑顔や元気な声がも

どってきました。今年の夏休みは、何か一つでいいので自分の好きな

（やりたい）ことを見つけてチャレンジしようという話を 1 学期終業

式で伝えていました。自分の興味関心に応じて取り組み、充実した夏

休みを送れたでしょうか。夏休みに蓄えたエネルギーが、2 学期の子

どもたちの成長の力のもとになることでしょう。 

 始業式で 

 ①早く生活のリズムを取り戻そう。・・・早寝･早起き・朝ごはん。 

 ②いつでも、どこでも、だれとでも、しっかりとあいさつしよう。・・・あいさつは心の窓。 

 ③仲良く助け合っていこう。・・・運動会でも、普段の学校生活でも、学習でも大切。 

      ④進んで伝えよう 

普段の生活で・・・嬉しいこと、困ったこと、どんな事でも、先生や友だち、お家の人に

伝えよう。 

授業の中で・・・・『教室はまちがうところだ』（蒔田晋治：詩） 

まちがったっていいんだよ。まちがったことをああじゃないか、

こうじゃないかと、みんなで考えながら成長できるんだよ。 

 ということを話しました。 

夏休みにがんばったこと 

 市・県の陸上記録会や水泳記録会にたくさんの子どもたちが参加してくれました。朝の陸上練

習や夏休みの水泳練習にも参加して、本番では自分の記録にチャレンジしました。これからも

色々なことに挑戦していってほしいです。     

ＰＴＡ奉仕活動、ありがとうございました 

  8 月 19 日(土)の奉仕活動では、たくさんの子どもたちや保護者の皆様に参加していただき、

ありがとうございました。本校の子どもたちは普段から掃除にはまじめに取り組んでいますが、

子どもだけでは届かない場所などを中心に作業をしていただき、お陰様で気持ちよく２学期を

迎えることができました。 

 

９月５日(火)、６日(水)に体育館で夏休み作品展を開催しました。

夏休み中に取り組んだ子どもたちの力作を見ていただきました。 

 子どもたちの力作の陰には、保護者の皆様のアドバイス等があった

のではないでしょうか。子どもたちの作品からは、普段は忙しくてな

かなかできない経験をし、有意義な夏休みを過ごしたことが感じられ

ました。 

 

運動会の練習が始まります 

 日本各地で厳しい残暑や局地的な雷雨など、空模様が気になる日

が続いています。そのような天候状態のもと、２学期の学校生活が

スタートし、いよいよ 9月 30日(土）実施予定の運動会に向けた練

習が始まりました。水分補給をまめにしたり、日陰での休憩を多く

取ったりして、子どもたちが熱中症に罹らないように十分気をつけ

ていきたいと考えています。また気候・天候の状態によっては、そ

の日の練習を丸ごとカットする場合があるかもわかりません。 

    

   私たちも朝、子どもたちの健康観察に努めていきますが、前夜から朝にかけての子どもの健

康状態をしっかり見ていただいて、心配なことがあれば連絡帳等で担任まで連絡ください。 

また、十分な睡眠時間を確保するために早寝をすること、しっかりと朝ご飯を食べることな

ど、ご家庭でもご協力をよろしくお願いいたします。 
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水分補給のため、

水筒のお茶などは

多めに持たせてあ

げてください。 
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 夏休み～普段出来ない体験を～  

校庭の桜の木で蝉が鳴き始め、いよいよ子どもたちが楽しみにしている夏休み

が始まります。子どもたちにとって、この長い夏休みが楽しく充実した夏休みに

なるようにと願っています。 

最近、スーパー中学生の活躍が話題となっています。将棋では藤井 4段、卓球で

は張本選手、水泳飛び込みでは金戸選手など、１０代の選手の名前をよく聞くよう

になりました。そんなケースは一握りの人だけ、才能ある人だけ、ととらえてしま

うことは簡単です。しかし、彼らのことをすごいなぁと感心すると同時に、彼らの

活躍は、彼らが今まで夢や目標を持ち続け、努力を続けてきたからこそできたこと

だと思います。 

この長い夏休み、子どもたちが将来の夢を持てるように、多くの経験・体験をさ

せてください。やってみたいと思うことにどんどん挑戦させてあげてください。そ

れには、大人のサポートが必要なこともあるかもしれません。しかし、

自分が好きなこと、やりたいことなら、継続していけると思います。 

七夕集会 

 ７月６日に１，２年生で七夕集会を行いました。1，2年生で楽しくゲー

ムをし、２年生が１年生に音楽などのプレゼントをしてくれました。昨年

度はしてもらうばかりの立場だった２年生でしたが、さすがはお兄ちゃ

ん・お姉ちゃんの顔になって、しっかりと 1 年生のサポートをする姿に１

年間の成長を感じました。また、各学級で作った七夕飾りには、将来の夢

や今の欲しい物など、様々な願い事が書かれていました。子どもたちには、

夢をずっと持ち続けてほしいと思います。そして、私たち大人も、子ども

が夢を持ち続けられるような環境を作っていきたいものです。 

地域連携（地域の皆様にお世話になっています） 

ふれあい給食 

  筒井地区社会福祉協議会との連携の取組の一つに、ふれあい給食を行っています。これは、

筒井地区にお住まいの一人暮らしのお年寄りの方と子どもたちが給食を一緒に食べて交流す

る取組です。４年生から６年生の希望者が、給食の準備から片付けまでをお世話したり、昔と

今の違いなどを話しながら食事したり、ゲームで楽しく交流したりしました。 

  参加者からは、「給食を食べるのは初めて。戦後すぐは、まだ給食なんてなかった。」「お昼

になったら、学校から家にお昼ご飯を食べに帰って、お昼からまた学校へ来ていた。」といっ

た話をされる方もあり、子どもたちは昔の話を興味深げに聞いていました。 

  「今まで小学校に来たことがなかったけど、こんなに楽しかったのは久しぶり。また来たい。」

と言ってくださり、参加した子どもたちからも「楽しかった。」という声が多く聞かれました。

子どももお年寄りも共に支え合えるそんな地域であってほしいです。 

  カレンダー作り 

  筒井地区社協への協力ということで、３～６年生が地域の独居のお年寄りに配るカレンダー

の色塗りをしています。毎月１学年ずつ交替で行っています。 

    野菜を育てよう 

       ２年生は，生活科の学習で、一人一鉢思い思いの野菜を育てています。「この場

所は日が当たるから良く育つだろう。」「暑すぎると苗ものどが渇くから日陰に置い

てあげよう。」「ビニールをかぶせた畑があったからかぶせよう。」「水をあげすぎる

とあかん。」などと、自分で考えたり友だちと相談したりしながら、より上手に野

菜を作る方法をみつける学習をしています。 

  先日は、野菜を育てていらっしゃる地域のボランティアさんに来ていただいて、野菜を育て

るこつを教えていただき、自分たちの野菜栽培の困りごとを解決できました。 

  ハスの葉であそぼう！ 

  地域特産の筒井蓮根の葉を蓮根農家の塚本さんにいただき、生活科

の学習として１年生が葉を使って水遊びをしました。生活科では体験

から学ぶことが大切です。たくさんの不思議発見し得意げな様子で遊

んでいました。 
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 1学期まとめの時期  

紫陽花の花が雨を受けて、色鮮やかに咲き誇る季節とな

りました。先日は授業参観・学年活動とたくさんの方に参

加していただきありがとうございました。早いもので新学

期を迎えて３ヶ月が過ぎ、いよいよ１学期のまとめの時期

となってきました。どのお子さんの顔を見ても、学習して

いる姿・休み時間の過ごし方・登下校の様子等から成長の過程がうかがえます。 

子どもが学校で身につけていくことは何でしょうか。学習は勿論そうですが、ただ勉強するだ

けなら家庭だけでもできることです。大きな違いは、集団の中で友だちの様々な考えに触れ交流

する中で、より多様なものの見方・考え方を身につける事ができるということです。時には意見

の違いから喧嘩に発展したり対立したり、また傷つくこともあるかもしれません。しかし、それ

を乗り越えていく過程で、子どもたちはより良い解決の方法や自分の気持ちをうまく伝えること、

相手の気持ちを感じ取ること等を学び、成長していくのです。 

また、学校では「学級・学年・学校という社会」の一員として、集団の中で生きていく子ど

もたちにとって、守らなくてはならない大切な決まりやルールがあることに気づき・行動できる

ことも目指しています。あたりまえのことですが、ダメなことはダメという厳しさは教えていか

なくてはなりません。一方で、自信ややる気、褒める、認めることもとても大切なことです。 

ご家庭におかれましてもお子さんと一緒に、１学期のまとめをし、振り返ってみるのも必要で

はないでしょうか。私たち教職員も皆様と一緒に大切な子どもたちの成長を支えていきたいと強

く考えています。どうぞご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

  まもなく個人懇談が始まります 

1学期の様子を伝え合い、学校・家庭がともにお子さんの成長の過程を振り返る機会です。 

今後の取り組みに向け有意義な懇談となるようご協力をお願いいたします。 

ふわふわことば ちくちくことば 

“ふわふわことば”は、心がほんわか温かくな

る優しさある言葉です。 

“ちくちくことば”は、とげとげしく心が悲し

くなるきつい言葉です。 

“ちくちくことば”が多いと、心が傷つきます。

よりよい人間関係を築くためには、“ふわふわこ

とば”が多い方がいいですよね。子どもたちに

は“ふわふわことば”を意識して使わせたいで

す。そのために、私たち大人も普段の言葉が“ち

くちくことば”になっていないか、自分を振り

返ってみましょう。感情的に怒っていませんか。

何が間違っていたのかを毅然と諭したいです。

温かいことばのシャワーで子どもを褒め、認め、

良いところや個性を伸ばしいきたいですね。 

 

全国小学校社会科研究協議会研究大会奈良大会 

 今年度 10月 27日（金）に奈良大会が開催され、奈良県内で本校を含む 3校の会場校が全国か

ら来られる先生方に社会科・生活科の授業公開をします。本校は、『自ら考え、生き生きと活動

する子どもの育成～社会を見つめ、追究する力をはぐくむ社会科学習～』を研究主題に取り組ん

で来ました。子どもたちが主体的に・考えをねり合いながら深く学んでいくために、校内研究を

進め、授業改善のために日々研修を積んでいます。 

１０月２７日（金）当日は、２，３時間目を授業公開

し、子どもたちは給食なしで下校します。その後、学校

では全体会や研究協議が行われます。 

 保護者の皆様には、大変恐縮ではございますが、会場

運営に関わって多くのお手伝いをお願いしなければな

りません。筒井小学校のために、どうかお力添えをいた

だきますようお願いいたします。 

大和郡山市立筒井小学校 

TEL：0743－59－2087 

校長 佐野 雅世 
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「ともだち」 
須永博士（すなが ひろし） 

ともだちを たいせつにするひとがいます 
ともだちを きずつけるひとがいます 
あなたは どちらをするひとになりますか 
いきていてつらいことや 
さみしいことがあったとき 
いちばんうれしいのは 
ともだちが やさしくしてくれることです 
ちからをかしてくれることです 
あなたは ぜったい 
ともだちを たいせつにするひとになって 
ほしいのです 
あなた 
ともだちとなかよくしてね 
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 プラタナス～筒井小シンボルツリー～  

運動場に大きく枝を広げてどっしりと立つ樹木、

プラタナス。地域の方の話では、今の場所に筒井小学

校ができた頃に植えられたものだとか。すっかり大き

く育ったプラタナス。休み時間は子どもたちの“かく

れんぼ”“だるまさんが転んだ”などの遊びの拠点とし

て、春は遠足に出かける前の集合場所として、夏は涼

しい木陰を作り憩いの場所として、昔から今まで変わ

らず筒井っ子の学校生活を見守ってくれています。 

私たち大人もこのプラタナスの樹木のように、しっかりと手を取り合い、大きな懐で子どもた

ちを見守っていきたいものです。 

 

春の遠足・社会見学・野外活動が終わりました 

1年生・・・うだアニマルパーク          

2年生・・・ドリーム２１ 

3年生・・・橿原昆虫館・子ども科学館 

4年生・・・昭和浄水場（社会見学） 

5年生・・・里山のえき風とんぼ （野外活動） 

6年生・・・明日香地方 

お弁当作りではお世話になりました。お弁当箱を開けお友

だちと楽しく会話しながら食べる姿、にこやかな笑顔でいっ

ぱいでした。おうちの方が心を込めて作って下さったお陰で、子ども達はすてきな思い出ができ

ました。 

水泳学習が始まりました 

 先週から水泳学習が始まりました。梅雨入りしたものの晴天に恵まれ順調にプール開きができ

ました。水泳学習が始まるにあたり、6月初めの全校朝会では、「落ち着いて行動しよう」という

ことを話しました。プールでの学習は楽しいですが、安全に学習を進めるために大切な約束があ

ります。①静かに先生の話をしっかりと聴く。②プールでは走らない。つまり、落ち着いて行動

することが大切なのです。 

 また、お子様の健康管理について、『早寝早起き・朝ごはん』など、ご家庭でもご協力をいた

だきますようお願いいたします。 

救急救命講習会 

 水泳指導が始まるまでに毎年救急救命講習会を開いて研修をし

ています。PTA保体部の方も一緒に参加して学んでいただきました。

あってはならないことですが、いざという時にあわてないように

するため、様々な準備をすることは大切なことです。 

交通安全教室 

６月 13 日(火)に交通安全教室を開催しました。1 年生は正しい道路の歩

き方、4年生は正しい自転車の乗り方、道路標識について学び、信号や踏

切のレプリカを使って練習しました。自転車をお貸し下さったお家の方、

ありがとうございました。交通ルールを守って、安全な生活が送れるよう

に、継続して指導していきます。ご家庭でもよろしくお願いいたします。 

 

リサイクルフェスティバル 

 児童会が主催してリサイクルフェスティバルが行われま

した。子供らが考えたゲームで楽しく遊びました。遊んだ

後は空き缶・ペットボトルをリサイクルに出します。その

重さに比例して図書カードとして学校に還元され、図書室

の本の購入に充てています。空き缶集めのご協力、ありが

とうございます。 
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 笑顔いっぱい、あいさつ運動！！ 

あいさつは、コミュニケーションの基本。人と人とがつな

がるためのとても大切なものです。ご家庭では、「おはよう。」

「行ってらっしゃい。」「ありがとう。」「ごめんなさい。」「い

ただきます。」「おやすみなさい。」など、生活の基本となる

あいさつを交わされているでしょうか。筒井小学校では、気

持ちのよい元気なあいさつが響く学校を目指し、あいさつ運

動に取り組んでいます。５月の生活目標は「あいさつをしよう」でしたが、運営委員会が主導し

ながら、全学年・学級で毎週分担して順番にあいさつ運動を行っています。 

あいさつ運動がきっかけになり、いつでも自然と、また相手が先生だけでなく、お友だちやお

家の人、ボランティアさん、地域の人とも、自分から進んであいさつのできる子になってほしい

と思います。ご家庭での協力もよろしくお願いします。 

 

１年生を迎える会 

５月１０日、休み時間を使って１年生を迎える会を行い

ました。１年生が数名ずつに分かれて２～６年生の各学級

に招待され、お兄ちゃん、お姉ちゃんがそれぞれ趣向を凝

らして準備した出し物で楽しいひとときを過ごしました。

手作りのメダルをもらい、「こんなんもらった。」「ゲーム、

おもしろかった。」「お兄ちゃんお姉ちゃんと遊んでもらっ

た。」と、満面の笑顔で戻ってきた１年生でした。これから

の小学校生活が楽しみです。 

春の保健行事 

 ５月～６月は、保健行事がたくさんです。結果をご家庭に連絡する

ことで、子どもたちの成長や健康を管理し、病気等の早期発見や日常

の健康維持に役立てるために大切な行事です。また、６月からは水泳

学習も始まります。まだ済んでいない検査もありますが、現在終了している検査で治療勧告等の

お知らせがあったお子さんについては、専門医を受診していただくなど適切な対応をお願いいた

します。 

   筒井小ボランティア 

 筒井小学校の子どもたちは、たくさんのボランティアさんに支え

られ、学校生活を送っています。今年度は、５月現在４６名の方が

登録して下さっています。保護者の方だけでなく地域の方もたくさ

ん参加してくださっています。子どもたちの登下校の安全見守り、

絵本の読み聞かせ、校庭の花の栽培、草引き、図書室の整備、等々、

普段気づかないところで学校や子どもたちをサポートしてくださっ

ています。お陰で子どもたちは安心して過ごしたり、気持ちよく過

ごしたりできているのです。筒井小学校はこの筒井地域の学校とし

て、多くの方に支えてもらっていることを忘れず、これからも地域

と共に成長したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ いつでもボランティアの受付をしています。興味ある方は学校までご連絡ください。 
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地域の方にたくさん切

り花をいただきました。

玄関や校長室、教室など

が花のあるやさしい空

間になりました。 

 
おはなしの会『つプラ』の方々は、

毎週水曜日の朝、各学級の教室で

絵本の読み聞かせをして下さって

います。第２・４木曜日の昼休み

には、図書室でお話会もあります。 

 
雨の日も、風の日も、寒い

日も、暑い日も、子どもた

ちの安全のため、見守りを

続けてくださっています。 

 
校庭の花壇に季節ごと

の花を植え替えてくださ

り、美しくかわいらしい花

が私たちの目を楽しませ

てくれます。 



 

 

 

 

 

     

 

 まもなく風薫る５月。校庭の木々や青垣の山々も若葉におおわれ、「山

笑う」季節となりました。今週末からはゴールデンウィークが始まりま

す。いろいろと楽しい計画をされているかもわかりません。ただ子ども

たちにとっては、新しい環境のもと何かと緊張の続いた４月が終わり、

精神的にも身体的にも疲れが蓄積している時期でもあります。どうぞ、

ほどよい休息・リフレッシュをとらせていただきたいと思います。また、

生活リズムを崩しやすい時でもあります。ぜひ体調管理に気をつけてあ

げてください。 

《安全・安心のために》 

  先日、大和郡山市内の小学生が放課後自転車に乗っていて交通事故に遭い大けがを負ったと

いう報告がありました。学校でも指導していますが、

お家でも正しい自転車の乗り方や交通ルールについ

て話し合ってください。 

まもなく家庭訪問が始まります 

これからの１年間を家庭と担任が手を携えていく「始まりの場」

です。お子様を理解し伸ばしていくためには、学校と保護者・地域

との連携が不可欠です。しかし、訪問する家庭数がたくさんあるた

め、短い時間しか設定できません。お忙しいところ大変申し訳あり

ませんが事前にお話になりたいことをまとめておいてくださると

有難いです。短い時間ですが、有意義な場とするためご協力をいた

だきますようお願いいたします。また、時間が足りなかった場合は、

改めて担任と場の設定をしていただき、様々な情報の共有を図っていただきますようお願いいた

します。授業参観や懇談会なども、学校の様子を知っていただくよい機会です。これからもぜひ

小学校へ足を運んでください。    

 児童会活動 

 本校では、各委員会や学級代表が集まり運営委員会が中心となって児童会（代表委員会）を 

開いています。代表委員会で決まった今年度の筒井小学校のめあてです。 

 『すすんで協力 かがやく笑顔の筒井っ子』 

自分たちで決めためあてを達成すべく、今年度も様々な児童会の活動が展開されます。 

 1年生はじめての学校給食 

 小学校の給食は、あすなろ給食センターより配送されます。い

つも栄養バランスを考えたメニューが提供されています。毎年１

年生の初めての給食は、カレーライスです。子どもたちに人気メ

ニューの一つです。 

「このカレー、おいしいなあ。」「おかわりある？」の声も聞かれ、

たくさん食べて元気モリモリの１年生でした。 

地震避難訓練 

 ４月１４日は、熊本地震が起こってちょうど１年の日でした。 

熊本ではまだ避難生活をされている方もありますし、校舎が使用

できないためプレハブの仮校舎で学んでいる学校もあります。 

地震は、いつ、どこで起こるか分かりません。いざという時に避

難行動をとり、身の安全を図るため、学校では避難訓練をしています。今年度の第１回目の訓練

を４月２０日の朝に行いました。新しい学年、教室になったので、避難経路の確認です。大きな

サイレンの音にも騒がず、しっかりと放送や先生の指示を聞いて、避難行動をとったり運動場に

避難したりできました。 

 子どもたちの安心･安全のため、これからも様々な訓練を行っていきます。よい機会ですので、

ご家庭でもいざという時の行動や連絡方法などについて、お子様と話し合ってください。 

筒井小情報メール登録のお願い 

 筒井小学校では、緊急下校時やそのほか急を要する連絡等に学校情報メールを活用しています。

すでに多くの方に登録いただきましたが、まだ登録されていない方は登録してくださいますよう

お願いいたします。もし、うまく登録できない方がありましたら、学校までお知らせください。 
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