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先週は気温の低い日が多く、登校時に手袋やマフラーをしてくる子供たちも増えてきました。学校では暖房機の試
運転を行いました。２学期も残すところ３週間あまり、学習や生活のまとめをする大切な時期です。インフルエンザ
で欠席している子供も見られますので、ご家庭でも体調管理をよろしくお願いいたします。
さて、学校公開日２日目の１１月７日（木）
、
「Beautiful Harmony～心を一つに～」をスローガンに音楽集会を行
いました。きれいな歌声、息の合った合奏、手拍子や動きをそろえるクラッピングなど、バラエティに富んだ発表に
なりました。今年は地域の合唱クラブである「コールあじさい」の皆様にもご参加いただき、子供たちは、美しい歌
声を鑑賞するとともに、歌うことの楽しさや喜びを味わうことができたと思います。また、これまでの練習も含め、
仲間との団結力や一体感、お互いを思いやる気持ちややり遂げたという達成感を得ることができ、音楽には聴いてい
る人たちに感動を与える力があることを実感していました。
ご参観いただきました保護者や地域の皆様の温かな拍手、ありがとうございました。今後とも、本校の教育活動に
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

赤い羽根共同募金にご協力ありがとうございました
11 月５日（火）～８日（金）
、児童会計画委員が中心となり、
「赤い羽根共同募金」を呼びかけました。
学校公開日も重なり、子供たちや保護者の皆様からのたくさんの心温まる募金をいただきました。合計で
28,174 円、昨年を大きく上回る額が集まりました。1２日（火）
、児童会計画委員の代表者が津幡町社会
福祉協議会に届けました。ご協力ありがとうございました。

１２月の生活目標
《ろう下を正しくつかおう》
＜ポイント＞
○ 代表委員会で話し合い、決めた目標。
○ ろう下の歩き方や遊び方について見直す。
○ 各委員会や各学級等による取組を工夫する。
○ 月末に代表委員会（学級・委員会）でふりかえる。

１２月の学習目標
《学び合い言葉を使って話そう》
＜ポイント＞
①つなげる
「付け加えます」「似ています」「他にあります」「ちょっと違います」…

②質問する
「どうして」「どこから」
「どういうこと」「わからない」「もう一度言って」…

③まとめる
「つまり」「まとめると」…

１２月の主な行事
予定

２日（月）そうじ場所交代
１・２年読み聞かせ
学納金振替日
３日（火）町学力実態調査（３，５年） スクールカウンセラー（午後）
４日（水）特別日課 委員会（６限） ６年ぐんぐんタイム 職員定時退庁日
５日（木）ベルマーク登校日
６日（金）５限後下校（14:50 頃）
８日（日）町子連卓球大会（9:00 町総合体育館）
９日（月）５年人権教室（１限） なかよし祭りリハーサル（５限）
いじめアンケート週間

１０日（火）６年租税教室（４限） 代表委員会（昼休み）スクールカウンセラー（午前）
１１日（水）特別日課 なかよし祭り（３・４限）お弁当持参 クラブ活動（５限）
１２日（木）５年感謝の会（６限） ３～５年ぐんぐんタイム
１３日（金）集団下校訓練（５限 14:20 頃下校）
１６日（月）郡市図画作品展巡回（低学年 １７日まで）
１７日（火）スクールカウンセラー（午後） PTA 役員推薦委員会 19:30
１８日（水）特別日課 ５限後下校
１９日（木）図書ボラお昼のお話会 郡市書写作品展巡回（１～３年 20 日まで）
２０日（金）うちどく いしかわ学校読書の日
２４日（火）給食終了 ２学期終業式（５限）15:00 頃下校
２５日（水）通知表渡し 本日より冬季休業（～１月７日）
☆１月８日（水）３学期始業式 書き初め大会 給食開始
※１２月２９日～１月３日、学校は閉鎖となります。万が一、事故等で学校への連絡が
必要になった場合は、校長の自宅までご連絡ください。（℡286-5577）

社会を明るくする運動標語コンテスト入選作品
６年
６年
６年
６年

加賀
北﨑
竹林
西田

日莉「その意思が いじめを変える 第一歩」
美月「あいさつで 自分も相手も 元気出る」
美音「ピンチの時 すぐにとなえよう いかのおすし」
和希「闇がない 光あふれる 町にしよう」

・ＰＴＡ資源回収（１１月１０日）
今年度２回目の資源回収が行われました。
秋晴れの爽やかな天候のもとで、たくさん
の資源が集まり、８７，４２１円の収益が
ありました。資源を提供してくださった方
々、回収にご協力くださった方々、本当に
ありがとうございました。

・町ＰＴＡ大会（１１月１６日）
シグナスで町ＰＴＡ大会が行われ、これまでのＰＴＡ活動への功績が認め
られ、本校からは山越 徹さんが表彰されました。その後、(株)できる 代
表取締役の杉本崇龍さんから「あなたが輝けばこともが輝く～信じる力は翼
になる～」と題して講演がありました。ご参加いただきましたＰＴＡ役員・
保護者の皆様、ありがとうございました。

《津幡小学校ホームページ》
ＰＴＡ広報でもお知らせしていただきましたが、津幡小学校のホームペー
ジをご存知ですか。毎月の「学校だより」や「保健だより」
、学校行事や児
童会活動等での子供たちの様子を写真等でお伝えしています。下のＱＲコー
ドをご利用いただくか、パソコンやスマートフォン
等のインターネットから津幡小学校と検索していた
だけるとつながります。ぜひ、ご覧ください。
なお、気にいった記事がありましたら、投票する
をクリックしてくださるようお願いします。

津幡町子ども会作品展
入賞者は以下の通りでした。
＜図画の部＞
特選 高柳 実怜(６年)
金賞 板谷さくら(６年)
銀賞 橋本 佳奈(４年)
銅賞 坂本 優花(１年) 紺谷 麻衣(６年)
佳作 山本 旺介(１年) 大澤 玖磨(２年)
河辺 希香(３年) 木下 凛乃(４年)
宗藤
凪(５年) 川岸 愛果(５年)
＜書写の部＞
特選 末村 寿衣(２年) 伊豆 碧海(５年)
銀賞 大場 彩羽(５年)
銅賞 坂井 遥華(１年) 酒井 優花(１年)
兼島ひなた(２年) 三谷奈々未(４年)
佳作 上野 優衣(１年) 中島 颯奏(３年)
中島
葵(３年) 神村
歩(５年)
谷田 朋美(６年) 加賀 日莉(６年)

いしかわっ子駅伝交流大会
１１月２日（土）
、金沢市西部緑地公園陸上競技
場で開催され、本校の選手たちも自分の力を出
し切りゴールまでたすきをつなぎました。結果
は女子総合２５位、男子総合１６位でした。
女子チーム
男子チーム
１ 伊豆 碧海(５年)
前田
瞭(５年)
２ 前田 優衣(６年)
角谷 純汰(５年)
３ 東野
愛(６年)
岡本 泰人(５年)
４ 橋村 虹泉(５年) 区間賞
長田 悠生(６年)
５ 出雲 愛梨(６年)
板谷
葵(６年)
記録会出場
北口 美羽(５年)
村上 拓哉(６年)
藤原
響(５年)
林 龍之介(６年)

県児童硬筆書写作品コンクール
特
１年
２年
３年
４年
５年
６年
入
１年
２年
３年
４年
５年
６年

選
東本
末村
長尾
券田
前田
板谷
選
北口
本元
神村
中谷
小山
高

美咲・岩田
寿衣・山八
想太・本間
希海・橋本
瞭・宗藤
葵・澤野

晃太郎
紗英
叶大
佳奈
凪・銘形 恵人
紅李・姫野 夏希

遼・栗崎
大貴・相良
望・中島
果歩・中山
千智・加藤
倫桜・堀

心温
汐乃・庄田 穂香
颯奏・番田
歩
礼都・畑
健翔
宏和・橋詰 絢音
千咲

親子の架け橋一筆啓上「親子の手紙」
優秀賞 ４年 福田 晃大
優良賞 １年 北口
遼 ５年 山﨑那奈美
佳 作 １年 山口 莉理

