平成2４年４月２８日
広島市立東野小学校

http://www.higashino-e.edu.city.hiroshima.jp/

５月号（第６５号）
児童数 70０名

【６月の行事】

日 曜
行 事 予 定
1 火 4/28の代休
安全点検 6年生：平和学習（杉山先生）
2 水 委員会(6時間目)1～4年5時間授業(15時下校)
3 木 憲法記念日
みどりの日
4 金 みどりの日
こどもの日
5 土 こどもの日
6 日
7 月 1年生を迎える会・遠足 諸費引落
8 火 学校朝会
6年生：校外学習(三次風土記の丘) 聴力検査(1年)
9 水 結核問診票配布 尿検査2次提出
10 木 朝読書 アルミ缶回収 結核問診票回収
11 金 耳鼻科検診 ベルマーク収集日
12 土
新体力テスト
13 日 安佐南区PTA総会
14 月 遠足予備日
児童朝会 ふれあい相談日
15 火 キラリンタイム
16 水
17 木 朝読書 内科検診
18 金
19 土
20 日
21 月
22 火 歌声朝会 子ども安全の日 参観懇談会(中学年)
23 水 登校指導 救急法講習会 5時間授業(15時下校)
24 木 朝読書 眼科検診(6-3，1･3･5年) アルミ缶回収
25 金 参観懇談会(低学年･ひまわり学級) 避難訓練
26 土
27 日
28 月 6年生：プール清掃
29 火 学校ボランティア紹介 キラリンタイム 歯磨き週間
1･2組
30 水 参観懇談会(高学年) 直・間接撮影 ひまわり学級
31 木 朝読書 クラブ活動
5 月 21 日(月)朝 7；30 ごろ金環日食が起
こります。専用の遮光グラス以外で直接観察
すると目
目を痛め，失明する
失明する可能性
する可能性もあります。
可能性
学校でも指導したいと思いますが，ご家庭で
も登校前に声かけをお願いします。

6/ 1(金)
6/ 3(日)
6/ 4(月)
6/ 5(火)
6/ 7(木)
6/ 8(金)
6/11(月)
6/12(火)
6/14(木)
6/15(金)
6/18(月)
6/19(火)
6/20(水)
6/22(金)
6/26(火)
6/27(水)
6/28(木)

安全点検
第5回東野学区町民大運動会
心電図
学校朝会 諸費引落
委員会
ベルマーク収集日
プール開き あいさつ週間(～15)
5年：基礎・基本定着状況調査
キラリンタイム
アルミ缶回収
諸費引落
クラブ活動(特別時間割7時間目)
児童朝会 ふれあい相談日
ひまわり学級：連合野外活動(～21)
登校指導
子ども安全の日
歌声朝会 キラリンタイム
5年：野外活動(～29)
アルミ缶回収

ふれあい相談日
ふれあい相談日について
相談日について
本校では，毎月第３火曜日を「ふれ
あい相談日」として，子どもたちや保
護者の皆様の声をしっかり聴き，すべ
ての子どもたちがより安全で，安心し
て学校生活を送ることができるよう
に校内体制を整えてきました。
今年度も引き続き，「ふれあい相談
日」を設け，子どもたちの健やかな成
長を阻むような事案やご心配等に迅
速に対応し，児童・保護者・地域に信
頼される小学校を目指していきます。
よろしくお願いいたします。
担当者
教
頭 神明宏栄
主幹教諭 森本忠昭
養護教諭 竹本淳子
東野小学校
電話 ８７０－６８０１

ボランティアの
ボランティアの募集について
募集について
東野小学校では、子ども達の教育活動や教育環境の充実を図るため、保護者の皆様、
地域の皆様のお力をお借りしたいと考え、次のようなボランティアの募集を行っており
ます。一人でも多くの方に登録いただければありがたく存じます。
(1)学校安全
学校安全ガードボランティア
学校安全ガードボランティア…（登下校等子ども達の見守り活動を行います。）
ガードボランティア
(2)図書
図書ボランティア
ボランティア…（図書室の整備グループ 本の読み聞かせグループがあります。）
図書
ボランティア
(3)学習支援
学習支援ボランティア
学習支援ボランティア…
ボランティア （児童が活動する学習の補助を行います。）
（例：パソコン

ミシン

洗濯名人、漬け物名人、昔遊び名人、地域の歴史博士など）

(４)環境整備
環境整備ボランティア
環境整備ボランティア…
ボランティア （時間のあるときに校内の草取り等を行います。）
登録を希望される方、内容についてご質問のある方は、東野小学校８７０－６８０１
(教頭：神明)、までご連絡ください。また、昨年度登録いただいた方には、ぜひ本年度
も継続をお願いできたらと思っております。継続をお願いできる方はご連絡いただく必
要はありません。５月２９日(火)の学校朝会の中で子どもたちに紹介したいと思ってお
ります。よろしくお願いいたします。(当日は 8 時 15 分頃には，ご来校ください。)

ピースフラワープロジェクト（４･５･６年生）について
今年も「ひろしまフラワーフェスティバル」が近づいてまいりました。この日のた
めに心をこめて育ててきたパンジーの花は，フェスティバルの会場を飾ります。春休
みは各家庭で育ててきましたが，花を中心とした家族のふれあいや花に対する子ども
の思いなど保護者の方々からの感想をいただきました。ご協力ありがとうございまし
た。現在子どもたちは，花につけるメッセージカードを書き，送り出す最後の仕上げ
をしているころです。
実行委員会によると，フェスティバル終了後は，各地の老人ホームや施設，被災地
に送られ，たくさんの人に楽しんでいただくことになっているそうです。東野小の子
どもたちには，他の施設で思いをこめて大切に育てられた花が贈られてくることにな
っています。

新しくいただいた花を植える植木鉢を子どもたちと作りたいと思います。材
料として，以前お願いしておりましたペットボトルを 5 月の連休明けから集め
ます。2 リットル入りのペットボトルをお持ちの方は，児童に持たせてください。
４月２８日(土)の PTA 総会の折に本年度の本校の「学校経営計画」についてご説明
いたしました。
「自分らしく，よりよく生きようとする子どもを育む」
本年度の本校の学校教育目標です。心はずむ図画工作科の指導を中心にして，子ど
もたちの心を育てる取組も 2 年目に入ります。試行錯誤の連続ですが，子どもたちが
わくわくドキドキする題材作り，子どもたちの思いに寄り添った指導へと一歩ずつ積
み重ねを進め，子どもたちとともに確かな成果に結び付けたいと思っております。
教職員が，進んで率先垂範を心がけ，取り組んでまいりますので，これまで同様ご
協力をお願いいたします。

運動場プール横に「造形砂場」が
完成しました。休み時間だけでなく，
図画工作の「造形遊び」などで活用
されます。

ほやほやの 1 年生も本
格的な授業が始まりまし
た。6 年生に準備を手伝っ
てもらって，給食も行儀よ
く食べています。

子ども 110 番の家ウ
ォークラリーが行われ
ました。好天に恵まれ，
たくさんの方に参加し
ていただきました。

6 年生を対象とした「全
国学力調査」がありまし
た。これまでの国語・算
数に今年度より理科が
加えられ，6 年生は真剣
に取り組んでいました。

交通安全協会の皆さんに来
ていただき，1 年生の歩行教室
が行われました。先生方のお話
を聞いて，ちょっと緊張しなが
らも一生懸命取り組んでいま
した。

定期健康診断が始まりました。身体計測や
校医の先生方の検診など 5 月まで続きます。

本年度も毎月 2 回全校造形「キラリ
ンタイム」に取り組んでいます。本年
度は 1 ヶ月に 1 度「絵手紙」に取り組
みます。

本校は，
「小学校６年生への少人数指導」のた
めの非常勤講師が配置されています。6 年生算
数の授業では，担任と非常勤講師がチームを組
んで，基礎・基本の定着を図り，個に応じたき
め細かい指導を行うため，少人数指導を行って
います。

４・５・６年生のパン
ジーも花をつけました。

2 年生が生活科の学習
で花の観察をしていまし
た。天気もよくて，みんな
気持ちよさそうです。

