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大きな成果 学習発表会

子どもたちのすこやかな育ちにみんなでめざそう 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

１１月５日に学習発表会を行いましました。
子どもたちは、内容を決める段階から一生懸命でし

た。各学年が一生懸命練習している姿がとてもよかっ
たです。
また、３年生以上の合奏にも熱が入りました。休み時

間も音楽室で練習する姿に感動しました。
当日は、緊張の中、一生懸命演技をする子どもたち

でした。
たくさんの成果がありました。達成感を味わいました。

メディアとのかかわり方
今月の健康朝会は、メディアとのかかわり方についてでした。
メディア・スマホなどの使用の仕方について考えるきっかけになりま
した。使用時間（時間帯）、使用内容、使用場所について、学年に応
じて考えていきたいと思いました。
健康朝会では、メディアを長時間使うことで、心身に悪影響を及
ぼすことがあることを学びました。

１年生

１年生：「大きなかぶ」
２年生：「ミリーのすてきなぼうし」
３年生：「アニマル３年生とブッポウソウの社会科見学」
４年生：「大和神社の爪なし竜」
５年生：「白熱！？ディベートバトル」
６年生：「ＥＮＪＯ歴史探検ツアー」
合 奏：「ドラゴンクエスト・ロトのテーマ」

大きな感動をありがとう

「ふりかえり」黒板には、「次のステージへしゅっぱつだー」と書いてありました。
ご観覧いただいた皆様、大きな拍手をありがとうございました。大きな励みになりました。片付け

をたくさんの方がしてくださりとてもありがたかったです。感想も多く寄せていただきありがとうご
ざいました。今後とも、円城小の子どもたちを共に育みましょう。よろしくお願いいたします。

健康朝会 ３年生

校内読書週間 １１月１５日から２５日
校内読書週間をしました。並べられた新しい本に、子どもたちは大喜
びでした。借りたい本に、付せんを付けています。
この週間では、イラストを募集して、それをしおりにする取組もしまし
た。よむゾー大賞投票すると、予約券のプレゼントがあります。１５日の
図書の時間にプレゼントされました。

ふりかえり

２年生

５年生４年生３年生

3～6年合奏６年生

スリープヘルス：快眠への６原則
・朝光を浴びること ・昼間に活動すること ・夜は暗いところで休むこと ・規則的な食事をとるこ
と ・規則的に排泄すること ・眠りを阻害する嗜好品、過剰なメディア接触を避けること

子どもの心身の成長に良質な睡眠とバランスのとれた食事を！

早寝 夜ふかしをしないことが何より重要です。ディスプレイのブルーライト××
早起き 朝の光をしっかり浴びましょう。軽い運動もいいですね。
朝ごはん バランスのよい朝ごはんを食べることは、１日の活動に不可欠です。

食は生活リズムへの影響がとても大きいです。
朝うんち 人は、寝て、食べて、出して、我慢することができると、脳や身体の活動が充実する昼行

性の動物です。定期的な排便はとても大切です。

お話エンジョイタイム

新しい本が入りました

生活リズムを整えよう

・睡眠不足になる ・視力が落ちる ・脳機能に影響を与える ・学力が下がる ・体力が低下す
る ・コミュニケーション能力の低下 上手にメディアとかかわろう

何もしない時間は無駄じゃない

（ある新聞記事を読みました）
子どもの個性も、成長の速度も人それぞれだ。早熟な子もいれば晩成型もいる。人と比べる
ものではない。特に子どもはおおらかに見てあげなきゃ。
焦らず急かさず「待つ」ことも、教育（子育て）ではとても大事だと思う。
（不確実性への耐性 「ネガティブ・ケイパビリティ」）
難しい言葉です。「事実があるはず、理屈があるはずと追及するのではなく、不確かなこと、
不可解なこと、よくわからないことの中に、ただ、すくっと立っている力」大事な力です。

読書をしっかり楽しんでほしいです。
①新しい知識や情報が得られる
②創造力が鍛えられる
③語学が学べる
④心に余裕ができる
⑤集中力が身につく
⑥人とのコミュニケーションが円滑になる
⑦柔軟な思考がもてる

読書のよさはたくさんあります。



〔町内小学校・園統合のお知らせ〕

クリーン作戦

朝は西に放課後は東に虹が出た

学校周辺の駐車場や、通学路、学童の広場
などの落ち葉を集めました。桜などの葉がいっ
ぱい落ちている場所を、縦割り班で掃除しまし
た。子どもたちは、一生懸命がんばり、たくさん
葉を集め、きれいにしました。「感謝の心」「きれ
いにする心」「働く心」大切だと話しました。

すべての人の人
権が大切にされるよ
う、特にこの週間は、
全校でしっかりと取
り組みます。

きれいな心
やさしい心

人権週間 11月28日から12月２日

〇通学対策部会の協議について
１０月２８日（金）に第３回通学対策部会が開催され、各統合校による小部会において協議した
スクールバスルート案について、事務局により試走して算出した距離、時間等を確認しました。
今後は、現在の各校ごとに複数案あるルートの絞り込み、バス発着場等について、各校の実情
に応じて検討していくこととしています。
（確認事項）
・バスの停留所については、自宅から最寄りの場所であることに加え、児童の自宅から乗車まで
及び下車から自宅までの歩行ルートの横断歩道の位置、危険性の有無等も含めて検討してい
く。
・児童の確実な下車確認（バスへ取り残さない）をするために、乗務員の目視確認に加え、感知
器等の機器の設置を検討していく。
・令和７年４月の統合に向けて、令和６年度下期に児童が事前にバスへの乗下車を練習する機
会を設ける。

学校の玄関

地域の楢嵜さんから、菊・パンジー・ビオラ・葉ボ
タン・おどり葉ボタンなどをたくさんいただきました。
入口、玄関がとてもきれいです。出入りする子ども
たちや職員の心をきれいにしてくれています。
ありがとうございます。

ひとつのことば
北原白秋

ひとつのことばでけんかして ひとつのことばでなかなおり
ひとつのことばで頭が下がり ひとつのことばで心が痛む
ひとつのことばで楽しく笑い ひとつのことばで泣かされる
ひとつのことばは それぞれに ひとつの心を 持っている
きれいなことばはきれいな心 やさしいことばはやさしい心
ひとつのことばを大切に ひとつのことばを美しく

編集後記
「達成感を味わう」

様々な場面で達成感を味わうこと、成功体験を繰り返すことは、
児童の心を強くします。自分にはよいところがある、得意なものが
あると言えることは素晴らしいことです。しかし、児童は自分で見
つけることは難しいと思います。「よくできたよ」「がんばったね」
「こんなところがいいところだよ」と、大人がその都度、伝えてやる
必要があります。子どもたちに褒め言葉のシャワーを！

12月 行 事 予 定 表 吉備中央町立
円城小学校

月日 曜
祝
日
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放
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下校時
刻

ＳＢ

12/1 木 12月朝会 人権参観日 学級懇談 14:40 14:45

12/2 金 3・4年3校交流会 15:40 15:45

12/3 土
町生涯学習フェスティバル9:30～12:30（ロマン高
原かよう）

12/4 日

12/5 月 集金日 ミニ通学班会 15:40 15:45

12/6 火 健康朝会 15:40 15:45

12/7 水 個別懇談 14:45 14:50

12/8 木
個別懇談
モンテイロ先生英語１、２、５、６年

14:45 14:50

12/9 金 個別懇談 14:45 14:50

12/10 土 円城公民館冬ものがたり 17:30～19:30（公民館）

12/11 日

12/12 月 全校漢字大会２ 15:40 15:45

12/13 火 加賀中オープンスクール 15:40 15:45

12/14 水 委員会 15:10 15:15

12/15 木 ﾓﾝﾃｲﾛ先生英語1,2年(2限) 15:40 15:45

12/16 金 15:40 15:45

12/17 土

12/18 日

12/19 月
大掃除
スクールカウンセラー藤井先生来校

15:40 15:45

12/20 火 音楽朝会 大掃除 15:40 15:45

12/21 水 15:10 15:15

12/22 木 大掃除 15:40 15:45

12/23 金 終業式 通学班会 給食最終 円城安全の日 13:00 13:05

12/24 土

12/25 日

12/26 月

12/27 火

12/28 水 閉庁

12/29 木 閉庁

12/30 金 閉庁

12/31 土 閉庁

1/1 日
元
日

閉庁


