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くすり教育

参観日 ありがとうございました。みんなでめざそう やさしく・かしこく・つよく
－豊かな心をもち、たくましく生きる児童の育成－

円城小ＨＰ

円小だより

９月１５日、学校薬剤師の庄司先生にくすり教
育をしていただきました。
２年生は、大きなけがは、手当てをしなければ

いけないけれど、小さなけがくらいなら、自分で治
す力を元からもっているので、その力を高めよう、
という話を聞きました。
薬はその力を助けてくれるものだということを

学習しました。

１０月６日は健康朝会でした。健康委員会が各教室に行って行いました。この日は、
目の愛護デーにちなんだ内容でした。暮らしの中で、照明のことや本を読んだりゲー
ムをしたりする時に注意することなどを学びました。

９月２８日は参観日でした。お忙
しい中、ご参観いただきありがとう
ございました。
どの学年も、一生懸命学習して
いる様子を見ていただけたのでは
ないでしょうか。
タブレットを活用している学年も
ありました。ＧＩＧＡスクール構想で、
一人一端末が整備され、タブレット
を効果的に授業に取り入れていま
す。タブレットを文房具として使うよ
うになってきています。

基礎学力の定着に向けて

☆授業改善に取り組んでいます。
・「わかった」「できた」を実感で
きる授業
・どの子にも出番のある授業
・粘り強く取り組むことができる
課題設定
・反復・ドリル学習

くすり教育 ２年生

くすり教育 ４年生

４年生は、「薬の働きと自然治ゆ力について知
ろう」というめあてで学習しました。自然治ゆ力と
は、「自分で病気・けがを治す力のこと」薬の働き
は、「自然治ゆ力を助けること」薬を飲むときは、
「時間・回数・量を守ることが大事であること」自
然治ゆ力を高めるためには、バランスよく食べる、
早寝早起き、運動が大切なことも学びました。規
則正しい生活をして、自然治ゆ力を高めましょう！

どの児童もしっかり準備ができていて、画用紙に
書いたものを示しながら上手に説明しました。
あまり考えることがなかった、目の成長や目をい
たわることなどを全校児童が学ぶことができました。
一生懸命画用紙に書いたものは、今も教室に掲
示されています。
良い学びとなりました。

この日は、目
の愛護デー献
立でした。
・いわしの梅煮
・チンゲンサイ
のじゃこ炒め
・さつまいもの
みそ汁
・ブルーベリー
マフィン

１０月６日の給食

３年生

５年生

１・２年３校交流会
津賀小学校、御北小学校の１・２年生が、円城小学校にやっ
て来て交流活動をしました。
はじめに体育館で、仲良くなるゲームなどをしました。その後、
１年生、２年生に分かれて、体育や音楽、生活、国語などをしま
した。１年生の生活では、円城小の児童が、校舎内を案内しま
した。令和７年度には、円城小学校の校舎で、４年生５年生と
して学ぶ子どもたちです。とてもよい交流会となりました。

４年生

健康朝会

６年生５年生

３年生

２年生１年生

３・４年交通安全教室
９月２９日は交通安全教室をしました。交通安全を学ぶ「み
どり号」がやってきました。
交通安全協会の方がおいでくださり、道路の歩き方、自転
車の乗り方を丁寧に教えてくださいました。
自転車については、事故の被害者にも加害者にもなっては
いけません。



〔町内小学校・園統合のお知らせ〕

白菜の苗植え ５年生

秋晴れの陸上記録会

５年生が、白菜の苗植えをしました。今年も、片山さんのご指導のもと、
２５０株を植えました。どの子も、一生懸命、丁寧に植えていました。
これから、水やりや土寄せをしながら育てます。収穫の日がとても楽し
みです。道の駅で販売し、売上金の一部は福祉施設に寄付もします。
この日は、大根の種も植えました。数日したら、間引きをし、それを5年
生が持ち帰り食べることができました。

１０月７日、６年生が修学旅行に行きました。日帰りで京都に行きました。
清水寺・二条城・金閣寺に行きました。雨の中でしたが、学びの多い旅
行となりました。教科書や資料で見たことのあるものですが、本物はやは
り感動します。出発前日に、「行くことができること、行かせてもらえること
に感謝しよう。」「みんなで、みんなが楽しかったといえる旅行にしよう。」と
話しました。それが、実行できた、立派な修学旅行団でした。

修学旅行 ６年生

編集後記
「場の力を最大限に生かす」

「その場に行かないとわからないことがある。」「山頂に行かな
いと見えない景色がある。」「本物は心を動かす。」子どもたちは、
いろいろな準備をして、その場に臨みます。我々大人は、様々な配
慮をし、内発的動機づけ（内面に沸き起こった興味・関心や意欲
に動機づけられている状態）をします。そして、その場に身を置い
たとき、子どもたちの内に力がみなぎり、感動が生まれます。

第２回統合準備委員会開催
９月２日（金）午後７時から、吉備中央町農業振興センターにおいて第２回統合準備
委員会が開催され、各専門部会から現在までの協議内容の報告を受け、確認を行いまし
た。
今回の協議の中では、アフタースクール・放課後児童クラブ検討部会から、放課後児
童クラブについて公設公営で、設置場所は３か所とし、現在の円城小学校、豊野小学校
及び吉備高原小学校に隣接した場所で運営を行う方針が示され、準備委員会として確認
しました。
その後、統合推進委員会でも、この方針が承認され、放課後児童クラブについては、
令和７年度からの再編運営に向けて、具体的な内容の協議を進めていきます。
また、統合後の４園についても、施設の増改築の設計検討を行っており、教育保育目
標や年間行事、運営方法などについて、順次協議を進めていきます。

陸上記録会 ５・６年生

町小学校陸上記録会が１０月１３日に行われました。５・６年生は、
体育の時間や休み時間を使って練習に励みました。当日は、緊張の
中でしたが、全員自己ベストめざしてがんばりました。石井教育長さ
んははじめのお話で、「一生懸命の姿はかっこいい」「やり切ったあ
とは自信につながる」と、おっしゃいました。円城小の５・６年生、互い
に応援し合い、歯を食いしばって頑張る姿は、とてもかっこよかった
です。帰りには、達成感で、自信あふれる顔になっていました。
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11/1 火 11月朝会 学習発表会予行 15:40 15:45

11/2 水 15:10 15:15

11/3 木 文化の日

11/4 金
前日準備
教育実習（栄養教諭：～１１日）

15:40 15:45

11/5 土 学習発表会 11:30 11:35

11/6 日

11/7 月 振替休業日

11/8 火 教育相談W（～14日) 15:40 15:45

11/9 水 避難訓練（煙体験） 委員会 15:10 15:15

11/10 木
就学時検診
ﾓﾝﾃｲﾛ先生英語1,2年(2限)

15:40 15:45

11/11 金 15:40 15:45

11/12 土

11/13 日

11/14 月
4年社会科見学（お祭り会館）
ミニ通学班会

15:40 15:45

11/15 火 （音朝） 集金日 15:40 15:45

11/16 水 クリーン作戦 15:10 15:15

11/17 木 掃除相談 15:40 15:45

11/18 金 家庭学習強化W（～24日） 15:40 15:45

11/19 土

11/20 日

11/21 月 SC藤井先生来校 15:40 15:45

11/22 火 15:40 15:45

11/23 水 勤労感謝の日

11/24 木
歯科検診
ﾓﾝﾃｲﾛ先生英語1,2年(2限)
ファジアーノ岡山出前授業５・６年

15:40 15:45

11/25 金
円城安全の日 4～6年県テスト
せんたくデー こ小連携

15:40 15:45

11/26 土

11/27 日

11/28 月 人権週間（～3日）全校漢字大会１ 15:40 15:45

11/29 火 お話エンジョイタイム 15:40 15:45

11/30 水 ともだち集会 15:10 15:15

12/1 木 12月朝会 人権参観日 学級懇談 15:40 15:45

12/2 金 3・4年3校交流会 15:40 15:45


