心も体も元気な子どもを育成するために

家族みんなではやね・はやおき・あさごはんを実践しよう!!
令和元年１１月２９日

Ｎｏ．９
TEL ８８－３８７７
FAX ８８－３８７８

コミュニティ・スクール

学校教育目標：
「ふるさとを愛し，夢に向かってがんばる児童の育成」
（きらっと夢，あふれる笑顔，宮野森っ子）
http://miyanomori-higashimatsushima-c.ed.jp/

早いもので来週から１２月に入り，長かった２学期もあと１６日間となりました。２学期のスタ
ートに当たり，子供たち一人一人立てためあてがどのぐらい達成できたのかを振り返らせながら，
学習や生活のまとめを行わせたいと思います。インフルエンザなどの流行の兆しがありますので，
うがいや手洗い，マスクの着用など予防に努めつつ，子供たちが元気に過ごせるようにお声掛けや
や励ましをお願いいたします。
毎月２２日は「飲酒運転根絶運動の日」です。

１２月の主な行事予定
日

月

火

ＳＣ：スクールカウンセラー

水

１

２
（スキル）
委員会活動⑧

３
４
（読書）
（朝会-表彰）
わかば校外学習
クラブ活動⑦
（合同クリスマス会）

８

９
（音楽集会）
３年校外学習
（NOBICO 見学）
職員会議
１６
Ｂﾀｲﾑ
個人面談①
(代表委員会なし)
２３
（たてわり遊び）
第２学期終業式

１０
１１
Ｂﾀｲﾑ
Ｂﾀｲﾑ
サクラハウスアフタ
ースクール②

１５

２２

１７
Ｂﾀｲﾑ
５校時限
(市内教員研修会のため)
２４
冬季休業日
（～１／７）

ALT

１８
ALT
Ｂﾀｲﾑ
個人面談②
２５

木

金

土

５
SC
（スキル）
PTA 研修会
１年給食試食会
学習参観・懇談会
１２
SC
Ｂﾀｲﾑ
ベルマーク活動
第５回学校運営協議会

６
ALT
（学級）
放課後子ども教室

７

１３
Ｂﾀｲﾑ

ALT

１４

１９
Ｂﾀｲﾑ
個人面談③
PTA 本部役員会
２６
集金日⑩

２０
ALT
Ｂﾀｲﾑ
個人面談④

２１

２７
御用納め

２８

【冬休み】 １２月２４日（火）～１月７日（火）まで
＊やむを得ず予定が変更される場合がありますので，御了承ください。
１月の主な行事予定
８日（水）
９日（木）
１０日（金）
１３日（月）
１４日（火）
１５日（水）
１６日（木）
１７日（金）

第３学期始業式
代表委員会
臨時タイム，地震火災避難訓練
成人の日
わくわくお話会，委員会活動⑨
クラブ活動⑧
６年租税教室，役員選考委員会
未来中学校区志教育発表会(鳴瀬桜華小)

２０日（月）
２１日（火）
２２日（水）
２４日（金）
２７日（月）
２９日（水）
３０日（火）
２月２日(日)

職員会議
５年トヨタ自動車見学
クラブ活動⑨３年見学会
３年校外学習（大塩資料館）
代表委員会
音楽集会
生活朝会
ふるさと発表会（8:50～11:50）

★今月もたくさんの児童が表彰を受けました。おめでとうございます！
＜健康な食生活と東松島市食材ポスターコンクール＞
○市食育推進協議会会長賞 ３年 阿部 蒼さん
＜環境絵日記＞
○デンマーク特別賞 ６年 相澤 慶心さん
＜第２４回石巻管内児童生徒理科研究＞
○５年 髙橋 春翔さん
＜デンマーク王国友好記念 第９回東松島市児童・生徒書道展＞
○特選 野蒜まちづくり協議会会長賞 ６年 後藤 直太郎さん
○特選 宮野森小学校校長賞 ５年 尾形 優磨さん
○特選 観光物産協会会長賞 ３年 小野 愛加さん (右記に続く)

○奨励賞 齋藤建設（株）賞
４年 千代窪 沙音さん
○奨励賞 （株）尾形土建賞
６年 大山 寧々さん
６年 千葉 翔樹さん
○奨励賞 文尚堂賞
５年 鈴木 つぐみさん
○奨励賞 ゆぷと支配人賞
６年 伊藤 由悠さん

○努力賞 ゆぷと賞
６年 石井 大暉さん
○努力賞 おかや賞
６年 夷塚 祐真さん
○努力賞 キョー和賞
５年 齋藤 笑さん
○努力賞 かざり隊賞
６年 小野 佑真さん
○努力賞 まちんど賞
５年 星 伶乃さん

【ＰＴＡ奉仕作業】１１月９日(土)
今年度２回目のＰＴＡ奉仕作業を実施しま
した。今回は，校地と歩道との間に生えてい
た植え込みのせん定と後片付け，校舎窓ガラ
スの外側からの洗浄の２つのグループに分か
たくさんある窓ガラスをピカピ
急 きょ，草 刈 り機 も用 意 して
れて作業していただきました。おかげさま
カにしていただきました！
いただきました！
で，持久走記録会の際に，校庭側から子供た
ちを応援することができたり，外の見通しがよくなったりして，きれいになりました。学校運営協議会
の神吉雄吾様にも御協力いただきました。皆様，大変ありがとうございました。

【持久走記録会】１１月１２日(火)
野蒜ケ丘で行う３回目の持久走記録会を実
施しました。これまで子供たちは，休み時間
などを使って走り込み，記録カードを何枚も
更新しながら走力を高めてきました。本番で
１年 生 ，初 めての持 久 走 記
は，自分なりに立てた目標を達成するために
録会でドキドキしたスタート！
ゴールを目指して，ファイト！
全力を出し切り，最後まで一生懸命頑張る子
供たちの姿に，感動をもらいました。当日
は，お忙しい中，たくさ
んの保護者の皆様，御家族の皆様，地域の皆様から温かい御声援をいただき，ありがとうございまし
た。持久走記録会を通して，子供たちは健康な体づくりだけでなく，苦しくても自分に負けない心の
たくましさも身に付けたと思います。これからの学校生活に生かしていけるように，御家庭でも励ま
していただければ幸いです。

【３年生アートプロジェクト】１１月１８日（月）
シーラカンスＫ＆Ｈ（株）の柳良子さん，工藤和美さんをはじめ，学
生ボランティアの方々をお招きして，３年生の「アートプロジェクト」
を実施しました。これまでも様々な学年で取り組み，校舎のあちらこち
らに飾られている，木で作られた「妖精」作りです。子供たちは自分の
思いに合った材料を手に取り，イメージを膨らませながら着色していま
した。すてきな妖精たちを，校舎のどこに飾るか，楽しみですね。

【２年生校外学習】１１月２１日（木）
生活科「もっとなかよしまちたんけん」の学習で，地域の人々と関わ
る活動を通して，自分たちの生活との関わりに気付いたり，地域の人々
に親しみや愛着をもち，適切に接したり安全に生活したりすることをね
らいとして，野蒜郵便局，森の風，KIBOTCHA の３か所に分かれて，施設
内見学をしました。子供たちは事前に考えた質問をインタビューし，熱
心に話を聞いたりメモを取ったりして意欲的に学習に取り組みました。

【わかば校外学習】１１月２１日（木）
子供たちが楽しみにしていた石巻への校外学習を実施しました。当日ま
でに電車の運賃や切符の買い方を学習したり持ち物を確認したりして，準
備も万端でした。石ノ森漫画館ではどんな展示をしているか，事前に見た
い物をパソコンで調べていたので，見付けたときはうれしそうにしていま
した。おいしい昼食もいただき大切な思い出がまた一つ増えました。

【４年生ふるさと教室】１１月２２日（金）
東松島市生涯学習課の協力を得て，
「ふるさと教室」を実施しました。
一人一人が地域の自慢である海苔すきや牡蠣むきに挑戦し，実際に触れな
がら，地域のよさや特色などについて，たくさん学ぶことができました。
貴重な体験ができたことを，学習のまとめにつなげたいと思います。

【ご寄贈ありがとうございました！】
医療法人社団白毫会野蒜ヶ丘整形外科リハ
ビリテーション科院長 藤野浩太郎様(ご担
当:事務長 千葉善司様)のご厚意により,毎週
４枚１組の朝日写真ニュースを引き続き１年
間送付いただけることになりました。今後も
子供たちのために掲示させていただきます。

【東松島市ではいじめ相談専用電話を開設しています】
何か困っているようなことがあれば，抱え込まずに気
軽に相談してみましょう。
◆いじめ相談員 石田邦子先生
毎週月・水・金曜日
午後１時～午後５時まで
◆いじめ相談専用電話番号
０８０－６０５１－７２８１

