「あたたかいことばと こころをひびかせよう」

平 成 30 年 1 月 31 日
摂津市立鳥飼西小学校
Tel:072-654-5635
http://torisai1wonder.ec-net.jp/

木瓜咲くや漱石拙を守るべく
先日、愛媛へ行った時にＪＡの直売所で木瓜（ぼけ）の盆栽を買いました。桜より一足早く春を

＊6 年お弁当づくり＊
6・7・8 日にお弁当づ
くりに取り組みます。
それぞれが工夫したおい
しそうな弁当ができます
ように

＊花育の取組み＊
2 月５日（火）最後のクラブ活動で、フラワーアレンジメント
クラブが作成した生け花をアトリウム摂津２階（オークワのあ
るショッピングモール）に展示します。
子どもたちが工夫した作品をぜひご覧ください。
日時 2 月 10 日（土）12 時００分から
12 日（月）16 時 00 分まで

告げる木瓜の花のつぼみを一目見て、校長室に置きたくなったのです。
夏目漱石の小説『草枕』には、「木瓜は面白い花である。枝は頑固で、かつて曲った事がない。

＊２１日（水）公開授業＊

そんなら真直かと云ふと、決して真直でもない。（中略）そこへ、紅だか白だか要領を得ぬ花が安

5 限目
２年２組、３年２組、４年３組、
５年２組、６年３組、
６限目
6年2組
・授業公開５時間授業のクラスは
１４時２０分に下校します。
・６時間授業のクラスは
１５時１５分に下校します。
・授業のないクラスは
4 時間授業、給食、簡単掃除
13 時１5 分に下校します。

閑と咲く。柔らかい葉さえちらちらつける」とあります。さらに、「評して見ると木瓜は花のうち
で愚かにして悟ったものであろう。世間に拙を守るという人がいる。この人が来世に生まれ変わる
ときつと木瓜になる。余も木瓜になりたい」と主人公に語らせています。漱石は木瓜の花が好きだ
ったようです。木瓜の花が「頑固で丌器用だ」と言い、自らも木瓜の花のように丌器用を誇りとし
て愚直に生きていくことを好んだようです。
２月を迎え、今年度の仕上げの段階へと全学年が進みます。どんなことでも上手にこなす器用な
子もいれば、思ったとおりに体を動かすことが下手な子や、考えたことをうまく表現できない丌器
用な子もいます。でも、成長するために大切なことは、器用・丌器用ではなく、自分らしく努力し
ていくことだと思います。
丌器用ながらも高い志を持ち、自分らしく頑張る人は、本当にかっこいいと思うのです。鳥飼西
小学校には、そんなかっこいい大人と子どもがたくさんいてるんですよ。
校長 若狭孝太郎

＊スマイル・体育委員会活動＊
★障害物リレー
6 日～１５日の間で、体育委員会が企画して行いま
す。仲間と協力してバトンをつなぐ。勝ち負けにこだわ
らず、団結力を強め、みんなの頑張りを喜び合えるよう
にしたいです。

★ころがしドッジボール
20・22・23 日で行います。異学年との交流を深め、
高学年の児童が低学年の児童と協力してドッジボール
を行います。

＊９日（金）３年カネカ大阪工場見学＊
地域にある職場の見学を行います。カネカは、加工
製品、医療機器等の製造および研究開発を行っていま
す。社会科の学習に役立ててほしいです。

＊２４日(土)ともに生きるつどい＊ 市民文化ホール 午前１０時～１２時（開場９時４０分）
「ともに生きるつどい」は、外国にルーツを持つ子どもたちと日本人の子どもが、劇、おどり、
演奏などを披露し、その思いや文化にふれ、楽しく時間を過ごせる良い機会となっています。
本校のケグリ子ども会も、プログラム２番に「Let`s dance～おるちぇんいわけぐり・うりも
どぅたがっち～」で出演します。入場は無料です。多数のご来場をお待ちしております。

19

月 児童委員会（最終）

20

火 朝会 ６年出前授業

４

木 新入生入学説明会 視聴覚室 １０：００
金 ケグリ子ども会
日 PTAスポーツ大会

５

月 クラブ最終日 ６年書初め展～９日

21

水 ２・３・４・５・６年公開授業

１
２

23
24

土 ともに生きるつどい

８ 木 セレクト給食
９ 金 ３年カネカ社会見学

26

月 朝会 外国語活動研究授業６年

14 水 １４：２０下校

28

16 金 ケグリ子ども会

全学年５時間授業
幼小交流会

２１日（水）、２６日（月）の
放課後、運動場は使えません。

５人の外国語の先生が本校へ来ます。この日は１日中英語を話して過ごす日として、１年生
から６年生まで外国語活動の授業を行います。朝の挨拶から帰りの挨拶までいっぱい英語を楽

徴収金等再振替日

他学年１３：１０下校
金 幼小交流会

７

二中新入生説明会
水 第10回登校班班長会議
学校徴収金等振替日

＊２８日（水）English Day＊

水 English Day ４・５・６年６時間授業

土曜しゅくだい広場

しむ日です。

1
２

お別れ給食 ケグリ子ども会
３
５

土 PTA合同運営委員会
月 朝会 ６年生を送る会

12 月 朝会 卒業式リハーサル
１～４年１３：２０下校
16 金 卒業式前日準備１～４・６年１３：３０下校
５年１５：００下校

７

水 地区児童会 集団下校

19 月 卒業式 ９時３０分開式
20 火 給食終了
22 木 午前中授業 １２：４５下校

９

金 ３．１１避難訓練

23 金 修了式 １０：３０下校

４・５・６年 ６時間授業

３日・1０日･１７日・２４日

３月１２日（月）、１６日（金）の
放課後、運動場は使えません。

木 ４～６年参観・懇談
金 １～３年参観・懇談

土曜しゅくだい広場 ３日、１０日、１７日

＊１７日（水）地震･津波避難訓練＊
地震・津波の発生を想定した避難訓練を、
実施しました。天候丌良のため保育所、
幼稚園は参加できませんでしたが、地域

＊２６日（金）６年第二中学校乗入れスクール＊
中学校の教室で中学校の教職員による授業体験、その
後、部活動体験を行いました。中学生の指導の下、緊張し
ながらも元気いっぱいに活動しました。

の方には参加していただきありがとうご

＊お話し会＊
月に一度、昼休
みにボランティア
の方に来ていただ
いて、読み聞かせ
をしています。

ざいました。６年生は園児の手を引いて
一緒に避難することを想定して、訓練を

＊3 月参観・懇談のお知らせ＊

しました。

＊校内書初め展＊
15 日（月）から始まった校内書初め展。
3 年作品

１日（木）

4・5・6 年

6 限目（14：45～15：30） 参観
７限目（15：40～16：30） 懇談

＊保健委員会でおみくじ作成＊
今年は大吉か小吉か。それとも…

2 日（金）

今年も良い年でありますように！

1・2・3 年

５限目（13：55～14：40） 参観
6 限目（14：50～15：40） 懇談
今年度最後の授業参観と懇談会です。お
忙しいとは存じますが、ぜひ一年間の成長
をご覧ください。詳しい場所・内容は各学
年だよりをご覧ください。

4 年作品

※入校証、スリッパをご持参ください。
児童用集中玄関からお入りください。

＊美化委員会＊
ほうきの修理をしました。たくさん修
理して、ほうきが新しくなりました。

5 年作品

＊２６日（木）１年昔遊び体験＊
いも
地域の方々とコマ回し・
けん玉・福笑いなど、昔懐
かしい遊びを体験しまし

＊掲示委員会＊
文字を正しくていねいに書こうとする
姿勢が育つようにと、各学年、気持ちを
新たに、みんな集中して書き上げました。

節分の掲示物を作成し
ました。
“鬼は外、福は内”

＊始業式の様子＊
＊クラブ活動３年生見学＊
スポーツ広場でクラブ活動の見学

校歌を生演奏で歌いました。
３学期も頑張りましょう。

た。特に羽根つき、こま回
しは、なかなかうまくでき
口はどこかな？

ませんでしたが、子どもた

うしろのしょうめんだぁれ
まずは、コマにひもをまく
ところから

ちは一生懸命に取り組んで
いました。とても楽しいひ
と時を過ごすことができま
した。ご協力いただきまし
た民生児童委員をはじめボ
ランティアの皆様、ありが

なかなかうまくできません。 とうございました。

よっと！のりましたか

お知らせが遅くなりましたが、水川智香子教諭が、ご結婚され退職されました。

お手玉、うまくとれたかな？

