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運動会の暑さがうそのように涼しい初夏ですが，御料の森の緑は一層鮮やかさを増して
きました。プールも開設され，いよいよ夏本番へまっしぐらです。
運動会を終えて一段と大きく成長した御料っ子は，遠足や修学旅行，集団下校練習でも

その成長を行動に表すことができました。６年生の修学旅行では，西御料地小学校の最高
学年としての自覚をもち，とても立派な態度で２日間を過ごすことができました。１年生
から４年生までの遠足や，全学年での集団下校練習でも，全ての子ども達がきちんと集団
行動をとることができました。規律を守り，協力する態度が確実に育まれています。
明日から７月。夏休みまでの登校日数は１５日です。１学期の学習のまとめを行う期間

となります。夏季休業中，７月２５・２６日には「御料っ子学習会」も予定していますが，
１学期に学習したことは１学期のうちにしっかりと身に付ける事が大切です。今まで以上
に普段の授業を大切にして，しっかりと学ばせてまいります。

６月は学校としてもう一つ大切な取組を行いました。
教師の指導法改善を目的とした「校内研究授業」です。
今回は２年生すべての学級で国語の研究授業を行い，授
業後は全ての教員で授業について話し合いました。
授業内容は，「迷子のお知らせ」アナウンスを聞き，探

し出すという授業です。子ども達は自分で考えたアナウ
ンス文を話す「話し手」と，それを聞く「聞き手」に分
かれ，途中役を交代しながら，楽しく真剣に学習に取り
組みました。
これまで小学校の国語科の学習では，適切に読み取っ

たり，書いたりすることが指導の中心となっていました。しかし，近年の急激な情報化の
進展や，それに伴う社会構造の変化に対応すべく，「読み取ったことや調べたことを整理し，
再構成して表現する力」や，「他（友達）の考えや意見を踏まえて自分の意見をわかりやす
く表現し話し合う力」等，コミュニケーション能力の育成が重要視されています。
本校でも，これからの社会に生きる子ども達に必要なコミュニケーション能力を確実に

身に付けさせることができるよう，授業改善の視点を明確にして，その具体的な方策を全
員で学んでいます。
今後も全ては御料っ子のために「チーム西御」一丸となって子ども達と共に学び続けま

す。２学期には残りの全ての学年で校内研究授業を実施します。

最後になりましたが，小学生による交通事故が市内でも増加傾向にあるようです。道路
の横断時の左右確認や自転車の安全な乗り方について，学校で指導を重ねているところで
すが，ご家庭でも指導をよろしくお願いいたします。また，地域の皆様には，危険な乗り
方等を見かけましたら声かけをよろしくお願いいたします。



６月１０日，１年生から４年生までの児童が ６月６日（月）から１４日（火）まで，北海
遠足に出かけました。どの学年も，交通ルール 道教育大学旭川校４年生５名の教育実習が実施
を守りながら目的地へ向かいました。 されました。
出発時は曇り空でしたが，徐々に太陽が顔を １年生～５年生までの５クラスに配属され，

出し，途中で水分補給をしながら歩きました。 それぞれの学級を中心に，学習指導や生活指導
１年生は御料公園と西御料公園，２年生は旭神 の在り方について学びます。
中央公園，３年生は花菜里ランド，４年生はひ 休み時間には思い切り体を動かして子どもた
じり野西公園が目的地です。 ちと一緒に遊び，研究授業では教材研究を重ね
公園に着いた後は，学年・学級の友達とレク て熱心に指導にあたる姿が見られました。

リェーションを楽しんだり，おやつやご家庭の 子どもたちにとっても実習生とのふれあいは
愛情たっぷりのお弁当を食べたりしました。そ 貴重な経験になったようです。
れぞれが楽しい時間を過ごし，思い出深い一日
となりました。 【５名の教育実習生】

【外国語活動の研究授業】

６月６日（月）から７日（火）に，６年生が ６月２２日，花咲スポーツ公園陸上競技場に
小樽・札幌方面への修学旅行に行ってきました。 て，第５９回旭川市小学校体育大会が行われま
１日目は，おたる水族館で，様々な海の生物 した。男女合わせて１６名の６年生が代表選手

を観察したりイルカのショーを楽しんだりしま として参加しました。
した。午後からは，石狩湾新港周辺の工場を見 学校グラウンドの数倍もある立派な競技場で
学し，ものづくりの現場に触れることができま のびのびと自己
した。 記録更新に挑戦
宿泊先のホテルでは，友人との会話も弾み， する姿が見られ

プール，夕食，入浴など行動を共にすることで， ました。市内約
より一層絆を深めることができました。 ５０校の代表選
２日目は，大倉山，白い恋人パーク，裁判所 手と力を競い，

などに分かれ，様々な活動を体験し，充実した 交流する貴重な
内容の研修を行うことができました。 機会となりまし
天候が心配されましたが，予定された日程を た。

無事に終え，実り多 【西御料地小 代表選手】

い修学旅行となりま 入賞おめでとう
した。保護者の皆様 ☆男子ソフトボール投げ
にはお見送り，お出 第４位 山保 亮太 記録 53m
迎えをいただき誠に ☆女子８００ m走
ありがとうございま 第６位 佐藤 優羽 記録 2分 44秒 20
した。 ☆女子走り高跳び
【クッキー作り体験】 第７位 山田 悠乃 記録 115㎝

お弁当、おい

しいよ～！



６月１５日より，今年度のプールを開設しま ４年生の社会科学習として，旭川市南消防署
した。初日から大勢の児童がプールを利用し元 の皆様のご協力により，６月２３日に出前講座
気よく水に親しむ姿が見られました。 を実施しました。
９月１５日までの３ヶ月と短い期間ですが， 放水体験や消防車の見学をしたり，火災や事

夏の体力づくりに学校プールを大いに活用して 故から市民の命を守る仕事について説明を受け
ほしいと思います。 たり，子どもたちにとって貴重な学びの場とな
「プール利用の約束」を配付し，安全に利用 りました。

きるよう学校でも十分に事前指導しているとこ 「命を守る仕事にやりがいをもっている働い
です。事故の未然防止のため，ご家庭におかれ ているんだ」「消火ホースってとても重いなぁ」
ましてもお子さんとご確認いただきますようお など，体験活動を通して新たな気づきや発見が
願いいたします。 ありました。

☆児童のみで利用できる時間 【放水体験！】

平日：午後3時～4時（1・2年生）
：午後3時～5時（3～6年生）

土・日・祝日・夏休み：午前10時～午後4時

☆保護者と一緒に利用できる時間
平日：午後3時～7時
土・日・祝日・夏休み：午前10時～午後5時 【化学車の中は？】

【６月２０日（月）
～７月５日（金）】

西御料地小学校では，「作品製作を通して，児童の表現力や創造性を養う」ために，校内作品展
を行っています。季節に合わせて，校内造形展，絵画・版画展，書写展，長期休業中の校内作品展
をそれぞれの時期に開催しております。
今回は，造形展（粘土も含めた立体作品展）ということで，箱・紙・粘土・針金等を素材とした

作品を，学級前廊下及び職員室前廊下に展示いたしました。どの作品からもそれぞれの子どもたち
の思いや願い，豊かな感性が感じられ，素晴らしい作品に仕上がっています。
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１ 意欲的に運動会（練習・準備も含めて）に取り組み，力いっぱいに

活動する子どもたちの姿が見られる運動会でしたか。

２ 互いに協力・励まし合って取り組む子どもたちの姿が見られましたか。
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５月２１日，天候にも恵まれ，

運動会が無事終了いたしました。

運動会での子どもたちの様子につ

いて，多くの保護者の皆様からお

声を寄せていただきました。

前年度のお子様の様子と比べな

がら，心身の成長を強く感じた，

というご意見が多数ありました。

特に，高学年の係活動，下級生を

リードする姿は，自信と誇りに溢

れ，周囲に感動を与えた，とのこ

とでした。今年度６年生が２学級

のため２色対抗となりましたが，

リーダーとして活躍する姿に称賛

の声が多くありました。

左記グラフ結果からも，児童の

意欲や協調性を育む目標が概ね達

成できていると考えます。

また，例年課題となっておりま

した路上駐車や観覧マナーにつき

ましても改善の傾向が見られてき

た，とのご意見が多く，PTA 会員
の皆様のご理解とご協力に心より

感謝申し上げます。

熱中症対策，チームの名称，放

送設備の充実など次年度への課題

として検討させていただき，より

充実した学校行事を目指して参り

ます。貴重なご意見を賜り，誠に

ありがとうございました。

１日（金） 参観日（５・６年） １２日（火） 特別支援学級校外学習
６年１組ＰＴＡ学級行事 お話の会朝の読み聞かせ
６年２組ＰＴＡ学級行事 １年 1組食育指導
全校朝会 １３日（水） フッ化物洗口

４日（月） 朝の街頭指導 交流給食 １年２組食育指導
４年校外学習（浄水場・清掃工場） １４日（木） 職員会議 １年３組食育指導
クラブ 読書週間 １５日（金） 委員会
ＰＴＡ御料っ子まつり代表者会議 諸費振替日

５日（火） 参観日（３・４年） １９日（火） 情報モラル教室（５・６年）
３年ＰＴＡ学年行事 下校指導
４年１組ＰＴＡ学級行事 ２０日（水） フッ化物洗口

６日（水） フッ化物洗口 ２１日（木） ダミー実験会（全学年）
期末業務 ２２日（金） １学期終業式（給食なし）

７日（木） 期末業務 ２３日（土） 夏季休業（～８／１６）
８日（金） 期末業務 西御料地地区ふれあいまつり

３～６年リコーダー鑑賞会 ２５日（月） 夏の御料っ子学習会①
１１日（月） 研修日 ２６日（火） 夏の御料っ子学習会②


