
第2号第2号第2号第2号こもだの子こもだの子こもだの子こもだの子5月5月5月5月
～あいさついっぱい 笑顔いっぱい やる気いっぱい こもだの子～～あいさついっぱい 笑顔いっぱい やる気いっぱい こもだの子～～あいさついっぱい 笑顔いっぱい やる気いっぱい こもだの子～～あいさついっぱい 笑顔いっぱい やる気いっぱい こもだの子～

土佐市立波介小学校学校だより 平成29年 4月 27日発行 文責 校長 刈谷由美土佐市立波介小学校学校だより 平成29年 4月 27日発行 文責 校長 刈谷由美土佐市立波介小学校学校だより 平成29年 4月 27日発行 文責 校長 刈谷由美土佐市立波介小学校学校だより 平成29年 4月 27日発行 文責 校長 刈谷由美

～～～～参観日参観日参観日参観日・・・・PTAPTAPTAPTA総会総会総会総会ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました～～～～
先週２２日(土)に本年度最初の参観日及びＰＴＡ総会を実施しました。保護者の先週２２日(土)に本年度最初の参観日及びＰＴＡ総会を実施しました。保護者の先週２２日(土)に本年度最初の参観日及びＰＴＡ総会を実施しました。保護者の先週２２日(土)に本年度最初の参観日及びＰＴＡ総会を実施しました。保護者の

皆さまには、お忙しい中またお休みの中、多数ご出席いただき誠にありがとうござい皆さまには、お忙しい中またお休みの中、多数ご出席いただき誠にありがとうござい皆さまには、お忙しい中またお休みの中、多数ご出席いただき誠にありがとうござい皆さまには、お忙しい中またお休みの中、多数ご出席いただき誠にありがとうござい
ました。ました。ました。ました。
参観授業に、多くの保護者の方が見学され、各学年の子ども達の様子を見ていただ参観授業に、多くの保護者の方が見学され、各学年の子ども達の様子を見ていただ参観授業に、多くの保護者の方が見学され、各学年の子ども達の様子を見ていただ参観授業に、多くの保護者の方が見学され、各学年の子ども達の様子を見ていただ

。 。 、。 。 、。 。 、。 。 、きました どの子ども達も自ら学ぼうとする姿勢がよく表れていたようです その後きました どの子ども達も自ら学ぼうとする姿勢がよく表れていたようです その後きました どの子ども達も自ら学ぼうとする姿勢がよく表れていたようです その後きました どの子ども達も自ら学ぼうとする姿勢がよく表れていたようです その後
ＰＴＡ総会に移りました。ＰＴＡ総会に移りました。ＰＴＡ総会に移りました。ＰＴＡ総会に移りました。

、 （ ）、 （ ）、 （ ）、 （ ）平成２８年度の活動報告・決算報告に続き 児童数 家庭数平成２８年度の活動報告・決算報告に続き 児童数 家庭数平成２８年度の活動報告・決算報告に続き 児童数 家庭数平成２８年度の活動報告・決算報告に続き 児童数 家庭数
。。。。減少を考慮してＰＴＡ会費変更について改正案が出されました減少を考慮してＰＴＡ会費変更について改正案が出されました減少を考慮してＰＴＡ会費変更について改正案が出されました減少を考慮してＰＴＡ会費変更について改正案が出されました

承認を受けた後、平成２９年度の活動方針、予算案の承認、役承認を受けた後、平成２９年度の活動方針、予算案の承認、役承認を受けた後、平成２９年度の活動方針、予算案の承認、役承認を受けた後、平成２９年度の活動方針、予算案の承認、役
員選出が行われ下記の方々が承認されました。おかげさまで、員選出が行われ下記の方々が承認されました。おかげさまで、員選出が行われ下記の方々が承認されました。おかげさまで、員選出が行われ下記の方々が承認されました。おかげさまで、
今年度のPTA活動が、順調にスタートしました。役員になられ今年度のPTA活動が、順調にスタートしました。役員になられ今年度のPTA活動が、順調にスタートしました。役員になられ今年度のPTA活動が、順調にスタートしました。役員になられ
た皆さまには、校内外の多くの行事でご苦労をかけると思いまた皆さまには、校内外の多くの行事でご苦労をかけると思いまた皆さまには、校内外の多くの行事でご苦労をかけると思いまた皆さまには、校内外の多くの行事でご苦労をかけると思いま
すがよろしくお願いいたします。すがよろしくお願いいたします。すがよろしくお願いいたします。すがよろしくお願いいたします。
旧役員の皆さまにはいろいろとお世話いただきありがとうご旧役員の皆さまにはいろいろとお世話いただきありがとうご旧役員の皆さまにはいろいろとお世話いただきありがとうご旧役員の皆さまにはいろいろとお世話いただきありがとうご

ざいました。心より感謝申し上げます。ざいました。心より感謝申し上げます。ざいました。心より感謝申し上げます。ざいました。心より感謝申し上げます。
総会後、各学級において、担任より1年間の取り組み方針等総会後、各学級において、担任より1年間の取り組み方針等総会後、各学級において、担任より1年間の取り組み方針等総会後、各学級において、担任より1年間の取り組み方針等

を説明のあと、懇談を行いました。本年度、学級役員や各部のを説明のあと、懇談を行いました。本年度、学級役員や各部のを説明のあと、懇談を行いました。本年度、学級役員や各部のを説明のあと、懇談を行いました。本年度、学級役員や各部の
委員を引き受けていただいたみなさま、ご協力をよろしくお願委員を引き受けていただいたみなさま、ご協力をよろしくお願委員を引き受けていただいたみなさま、ご協力をよろしくお願委員を引き受けていただいたみなさま、ご協力をよろしくお願
いいたします。いいたします。いいたします。いいたします。

（ ）（ ）（ ）（ ）※平成２９年度ＰＴＡ役員 敬称は略させていただきます平成２９年度ＰＴＡ役員 敬称は略させていただきます平成２９年度ＰＴＡ役員 敬称は略させていただきます平成２９年度ＰＴＡ役員 敬称は略させていただきます
会 長（給食・広報・図書部長兼任） 西原 久史会 長（給食・広報・図書部長兼任） 西原 久史会 長（給食・広報・図書部長兼任） 西原 久史会 長（給食・広報・図書部長兼任） 西原 久史
副会長（給食・広報・図書部長） 真鍋 和佳副会長（給食・広報・図書部長） 真鍋 和佳副会長（給食・広報・図書部長） 真鍋 和佳副会長（給食・広報・図書部長） 真鍋 和佳
副会長（研修・安全部長） 池 明美副会長（研修・安全部長） 池 明美副会長（研修・安全部長） 池 明美副会長（研修・安全部長） 池 明美
副会長（事業部長） 谷 直人副会長（事業部長） 谷 直人副会長（事業部長） 谷 直人副会長（事業部長） 谷 直人
副会長（体育・環境部長） 細木 裕人副会長（体育・環境部長） 細木 裕人副会長（体育・環境部長） 細木 裕人副会長（体育・環境部長） 細木 裕人
副会長（体育・環境部長） 川澤 成子副会長（体育・環境部長） 川澤 成子副会長（体育・環境部長） 川澤 成子副会長（体育・環境部長） 川澤 成子
副会長（研修・安全部） 刈谷 由美（校長）副会長（研修・安全部） 刈谷 由美（校長）副会長（研修・安全部） 刈谷 由美（校長）副会長（研修・安全部） 刈谷 由美（校長）
事務局（事業部） 髙石 浩（教頭）事務局（事業部） 髙石 浩（教頭）事務局（事業部） 髙石 浩（教頭）事務局（事業部） 髙石 浩（教頭）
監査 西尾 友香子監査 西尾 友香子監査 西尾 友香子監査 西尾 友香子
監査 大野 真琴監査 大野 真琴監査 大野 真琴監査 大野 真琴

お知らせお知らせお知らせお知らせ
～スクールカウンセラーの配置について～～スクールカウンセラーの配置について～～スクールカウンセラーの配置について～～スクールカウンセラーの配置について～
スクールカウンセラーとして昨年同様に吉田ありさ先生に来ていただくことになりスクールカウンセラーとして昨年同様に吉田ありさ先生に来ていただくことになりスクールカウンセラーとして昨年同様に吉田ありさ先生に来ていただくことになりスクールカウンセラーとして昨年同様に吉田ありさ先生に来ていただくことになり
ました。児童や保護者の方への相談活動をしていただきます。相談日は、水曜日（月ました。児童や保護者の方への相談活動をしていただきます。相談日は、水曜日（月ました。児童や保護者の方への相談活動をしていただきます。相談日は、水曜日（月ました。児童や保護者の方への相談活動をしていただきます。相談日は、水曜日（月
１～２回）です。心配事や悩み等ございましたらお気軽にご相談ください。問い合わ１～２回）です。心配事や悩み等ございましたらお気軽にご相談ください。問い合わ１～２回）です。心配事や悩み等ございましたらお気軽にご相談ください。問い合わ１～２回）です。心配事や悩み等ございましたらお気軽にご相談ください。問い合わ
せ先：波介小学校 養護教諭の岡田へお願いします。せ先：波介小学校 養護教諭の岡田へお願いします。せ先：波介小学校 養護教諭の岡田へお願いします。せ先：波介小学校 養護教諭の岡田へお願いします。

（TEL 088-854-0106）（TEL 088-854-0106）（TEL 088-854-0106）（TEL 088-854-0106）

もうすぐ５月のゴールデンウイーク、スタート！もうすぐ５月のゴールデンウイーク、スタート！もうすぐ５月のゴールデンウイーク、スタート！もうすぐ５月のゴールデンウイーク、スタート！
新年度スタートの約３週間が終わりました。新１年生だけで新年度スタートの約３週間が終わりました。新１年生だけで新年度スタートの約３週間が終わりました。新１年生だけで新年度スタートの約３週間が終わりました。新１年生だけで

なく、進級した子ども達にとっても新たな環境に適応していくなく、進級した子ども達にとっても新たな環境に適応していくなく、進級した子ども達にとっても新たな環境に適応していくなく、進級した子ども達にとっても新たな環境に適応していく
大切なこの時期を、意欲的な姿で取り組み、順調に歩んできま大切なこの時期を、意欲的な姿で取り組み、順調に歩んできま大切なこの時期を、意欲的な姿で取り組み、順調に歩んできま大切なこの時期を、意欲的な姿で取り組み、順調に歩んできま
した。子どもたちは入学や進級した喜びとともに、担任との出した。子どもたちは入学や進級した喜びとともに、担任との出した。子どもたちは入学や進級した喜びとともに、担任との出した。子どもたちは入学や進級した喜びとともに、担任との出
会いに気持ちも新たに、生き生きとがんばっている様子がうか会いに気持ちも新たに、生き生きとがんばっている様子がうか会いに気持ちも新たに、生き生きとがんばっている様子がうか会いに気持ちも新たに、生き生きとがんばっている様子がうか
がえ、とても嬉しくなります。新しいリーダーの６年生は、こもだ班や委員会の班長がえ、とても嬉しくなります。新しいリーダーの６年生は、こもだ班や委員会の班長がえ、とても嬉しくなります。新しいリーダーの６年生は、こもだ班や委員会の班長がえ、とても嬉しくなります。新しいリーダーの６年生は、こもだ班や委員会の班長
として、学校全体のことで活躍の場面が大きく広がってきました。取り組む姿や、下として、学校全体のことで活躍の場面が大きく広がってきました。取り組む姿や、下として、学校全体のことで活躍の場面が大きく広がってきました。取り組む姿や、下として、学校全体のことで活躍の場面が大きく広がってきました。取り組む姿や、下
級生に声をかける姿などにも、最高学年としての自覚を感じます。これから少しずつ級生に声をかける姿などにも、最高学年としての自覚を感じます。これから少しずつ級生に声をかける姿などにも、最高学年としての自覚を感じます。これから少しずつ級生に声をかける姿などにも、最高学年としての自覚を感じます。これから少しずつ
リーダーとしての体験を積み上げて、学校を引っ張っていってくれることを楽しみにリーダーとしての体験を積み上げて、学校を引っ張っていってくれることを楽しみにリーダーとしての体験を積み上げて、学校を引っ張っていってくれることを楽しみにリーダーとしての体験を積み上げて、学校を引っ張っていってくれることを楽しみに
しています。しています。しています。しています。

。 、 、。 、 、。 、 、。 、 、明後日からゴールデンウイークが始まります 連休が明けは 疲れが出たりしますが明後日からゴールデンウイークが始まります 連休が明けは 疲れが出たりしますが明後日からゴールデンウイークが始まります 連休が明けは 疲れが出たりしますが明後日からゴールデンウイークが始まります 連休が明けは 疲れが出たりしますが
夏休みまではずっと週五日のリズムとなります。まずは「早寝」に心がけ 「早起き・朝夏休みまではずっと週五日のリズムとなります。まずは「早寝」に心がけ 「早起き・朝夏休みまではずっと週五日のリズムとなります。まずは「早寝」に心がけ 「早起き・朝夏休みまではずっと週五日のリズムとなります。まずは「早寝」に心がけ 「早起き・朝、、、、
ご飯・朝歩き(外遊び)」の生活習慣をきちんと定着させながら、一人ひとりが新たな力をご飯・朝歩き(外遊び)」の生活習慣をきちんと定着させながら、一人ひとりが新たな力をご飯・朝歩き(外遊び)」の生活習慣をきちんと定着させながら、一人ひとりが新たな力をご飯・朝歩き(外遊び)」の生活習慣をきちんと定着させながら、一人ひとりが新たな力を

新しい環境で、自分の力を精一杯出そうと張り新しい環境で、自分の力を精一杯出そうと張り新しい環境で、自分の力を精一杯出そうと張り新しい環境で、自分の力を精一杯出そうと張り身に付けていけるよう願っています。身に付けていけるよう願っています。身に付けていけるよう願っています。身に付けていけるよう願っています。

切っている子ども達に、励ましの言葉と、温かいご支援をよろしくお願いします。切っている子ども達に、励ましの言葉と、温かいご支援をよろしくお願いします。切っている子ども達に、励ましの言葉と、温かいご支援をよろしくお願いします。切っている子ども達に、励ましの言葉と、温かいご支援をよろしくお願いします。

１１１１年生年生年生年生がんばってますがんばってますがんばってますがんばってます！】！】！】！】【５月の行事予定】 【
１日(月)朝会 避難訓練１日(月)朝会 避難訓練１日(月)朝会 避難訓練１日(月)朝会 避難訓練
２日(火)春の遠足（城山公園）２日(火)春の遠足（城山公園）２日(火)春の遠足（城山公園）２日(火)春の遠足（城山公園）
７日(日)土佐市PTA連合会総会７日(日)土佐市PTA連合会総会７日(日)土佐市PTA連合会総会７日(日)土佐市PTA連合会総会
８日(月)委員会８日(月)委員会８日(月)委員会８日(月)委員会
９日(火)コミュタイ、ALT、ＰＴＡ拡大役員会９日(火)コミュタイ、ALT、ＰＴＡ拡大役員会９日(火)コミュタイ、ALT、ＰＴＡ拡大役員会９日(火)コミュタイ、ALT、ＰＴＡ拡大役員会

１１日(木)交通安全教室１１日(木)交通安全教室１１日(木)交通安全教室１１日(木)交通安全教室
１２日(金)全校集会・クラブ１２日(金)全校集会・クラブ１２日(金)全校集会・クラブ１２日(金)全校集会・クラブ
１４日(日)愛校作業（ＰＴＡ）１４日(日)愛校作業（ＰＴＡ）１４日(日)愛校作業（ＰＴＡ）１４日(日)愛校作業（ＰＴＡ）
１６日(火)ＡＬＴ、高岡中学生職場体験１６日(火)ＡＬＴ、高岡中学生職場体験１６日(火)ＡＬＴ、高岡中学生職場体験１６日(火)ＡＬＴ、高岡中学生職場体験
１７日(水)尿検査 代表委員会 ＳＣ１７日(水)尿検査 代表委員会 ＳＣ１７日(水)尿検査 代表委員会 ＳＣ１７日(水)尿検査 代表委員会 ＳＣ
２１日(日)６年生合同修学旅行出発（～２３日）２１日(日)６年生合同修学旅行出発（～２３日）２１日(日)６年生合同修学旅行出発（～２３日）２１日(日)６年生合同修学旅行出発（～２３日）
２４日(水)６年生代休２４日(水)６年生代休２４日(水)６年生代休２４日(水)６年生代休
２７日(土 )さつきまつり・子ども防災キャンプ２７日(土 )さつきまつり・子ども防災キャンプ２７日(土 )さつきまつり・子ども防災キャンプ２７日(土 )さつきまつり・子ども防災キャンプ

（地域ぐるみ防災訓練）（地域ぐるみ防災訓練）（地域ぐるみ防災訓練）（地域ぐるみ防災訓練）
２９日(月)代休２９日(月)代休２９日(月)代休２９日(月)代休
３１日(水)ＳＣ３１日(水)ＳＣ３１日(水)ＳＣ３１日(水)ＳＣ

【５年生 田植え体験】
4月１９日（水）の午前中、5年生4月１９日（水）の午前中、5年生4月１９日（水）の午前中、5年生4月１９日（水）の午前中、5年生

は社会科の体験学習で田植えを行いまは社会科の体験学習で田植えを行いまは社会科の体験学習で田植えを行いまは社会科の体験学習で田植えを行いま
した。今回はＪＡ土佐市さんにご相談した。今回はＪＡ土佐市さんにご相談した。今回はＪＡ土佐市さんにご相談した。今回はＪＡ土佐市さんにご相談
して紹介していただいた四方寺の市原して紹介していただいた四方寺の市原して紹介していただいた四方寺の市原して紹介していただいた四方寺の市原
秋徳さんにご協力をいただきました。秋徳さんにご協力をいただきました。秋徳さんにご協力をいただきました。秋徳さんにご協力をいただきました。
当日は、ＪＡの方もお手伝いに来てく当日は、ＪＡの方もお手伝いに来てく当日は、ＪＡの方もお手伝いに来てく当日は、ＪＡの方もお手伝いに来てく
ださり、ご指導していただきました。ださり、ご指導していただきました。ださり、ご指導していただきました。ださり、ご指導していただきました。
ありがとうございました。8月の稲刈り体験も楽しみにしてありがとうございました。8月の稲刈り体験も楽しみにしてありがとうございました。8月の稲刈り体験も楽しみにしてありがとうございました。8月の稲刈り体験も楽しみにして
います。います。います。います。

きりとり線きりとり線きりとり線きりとり線
（学校だより ５月 第２号）（学校だより ５月 第２号）（学校だより ５月 第２号）（学校だより ５月 第２号）

年 組 児童氏名 （ ）年 組 児童氏名 （ ）年 組 児童氏名 （ ）年 組 児童氏名 （ ）

保護者氏名（ ）保護者氏名（ ）保護者氏名（ ）保護者氏名（ ）


