
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆マラソン記録会 上位入賞者一覧 おめでとう    （※敬称略） 

  １位 ２位 ３位 

１年 
男子 加瀬 大輝 川浪 翔馬 伊藤 彰良 

女子 伊藤 澪里 遠藤 舞優 山口 心陽 

２年 
男子 佐多 光基 飯田 夕惺 林  健太 

女子 加瀬 莉杏 小嶋 心愛 平山 莉瑚 

３年 
男子 飯笹 結翔 八木 琉斗 山口 諒眞 

女子 石橋 実音 石橋 由梨 西原 なるみ 

４年 
男子 宮内 嘉大 遠藤 匠悟 加瀨 優羅 

女子 林  麻央 伊藤 咲来 鷺山 海咲希 

５年 
男子 飯笹 陽颯生 小林 勇慶 林 航成 

女子 山口 真輝 土屋 志帆 藤代 琴葉 

６年 
男子 林  洸太 飯嶋 作弥 加瀬 佑太 

女子 伊藤 楓来 林  美里 行廣 唯波 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いきいき教室（学校公開） 

１２月１０日は学校公開日となっております。今回は授業公開ではなく「いきいき教室」として、スケ

アード・ストレイト教育技法を取り入れた交通安全教室を公開いたします。 

スケアード・ストレイト教育技法とは、実際にシミュレーターによる自転車走行疑似体験やスタントマ

ンによるリアルな交通事故再現を取り入れたものです。目の前で自転車と車の事故が再現され、児童は交

通事故の恐ろしさを深く考えることが期待されます。あまり見る機会がないものですので、ぜひご参観く

ださい。なお、当日は学区会議も一緒に行い、交通安全について一緒に考える機会とさせていただきたい

と考えております。詳細については、下記の内容をご覧ください。 

＜日時＞ 

   令和３年１２月１０日（金） １０：２０～１１：０５ 

＜会場＞ 

   矢指小学校グラウンド（雨天：体育館） 

＜駐車場について＞ 

 日の出山公園北側の駐車スペース 

 ・学校敷地内の駐車スペースは、学区会議に参加する方のために使わせていただきます。 

 ・保護者の皆様の分の駐車場については、日の出山公園北側の駐車スペース１７台分しかご案内

することができません。大変申し訳ありませんが、乗り合わせをする等をしてご来校いただき

ますようお願いいたします。なお、路上駐車やＪＡ駐車場への駐車はお控えいただきますよう

強くお願いいたします。 

例年とは形を変えて行ったマラソン記録会が無事終了いたしました。 

コロナ禍のため、運動不足になっていたのは否めず、児童の体力はかなり落ち

ているなというのが教職員の感想です。それでも、少しずつ調子を上げていき、

マラソン記録会の時には、各学年とも精一杯の走りを見せてくれました。子ども

たちの健闘に拍手を贈りたいと思います。 

 

さて，二学期もあとわずかとなり、各学年とも学習のまとめを行っています。

今学期もここまで大きなけがもなく学校生活を送ることができました。残りの数

週間はもちろんのこと，冬休み中もけがや事故のないことを願っています。今学

期も保護者の皆様には、ご理解・ご協力をいただきありがとうございました。 

小
矢

令和３年度 旭市立矢指小学校 学校便り 

当日招聘する「オフィスワイルド」のＨＰより 



全校   
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１２月の主な行事予定 

1 水 全校計算テスト 

2 木 全校漢字テスト 

3 金 健康の日 教育相談週間（～14日） 

4 土  

5 日  

6 月 クラブ活動（最終日） 

7 火 ２年生校外学習 

8 水 全校計算テスト 

9 木 全校漢字テスト 

10 金 
安全の日 学校公開日 いきいき教室 
学区会議 家庭教育学級 

11 土  

12 日  

13 月 全校５時間授業 

14 火  

15 水 ５年生校外学習 書き初め教室（３、６年） 

16 木 ６年生校外学習 書き初め教室（４、５年） 

17 金  

18 土  

19 日  

20 月 ＰＴＡ役員会 18:30～ 

21 火 給食終了 

22 水 
通常日課（弁当持参） 
１年、３年校外学習 

23 木 ２学期終業式 ３時間特別授業 下校11:30  

24 金 冬期休業開始  ～1/5（水） 

25 土  

26 日  

27 月  

28 火  

29 水  

30 木  

31 金  

１月の主な行事予定 

6 木 ３学期始業式 ３時間特別日課 下校11:30 

7 金 
給食開始 業間縄跳び開始  

健康の日（身体測定） 安全の日 

12 水 校内書き初め展 

13 木 ３年生校外学習 

15 土 学校公開日（午前） 

17 月 振替休業 

18 火 全校５時間授業 

21 金 ６年生茶道教室 

24 月 教育研究集会のため特別日課 下校13:00 

27 木 縄跳び集会 学校保健委員会 

31 月 委員会活動 

 

 

１０月２９日（金）、５年生が小見川青少年自

然の家で体験学習を行いました。例年ですと宿泊

体験学習となる予定でしたが、コロナ禍のため日

帰りでの体験学習になってしまったのは残念です。 

「協力：責任・判断力・けじめ」をキーワード

にして、班で協力して活動に取り組むことができ

ました。カヌー体験やウォークラリーなど、学校

ではできない活動に目を輝かせていた児童の姿

がとても素敵でした。来年こそは、宿泊体験学習

が実施できることを強く願っております。 

１１月８日（月）に、４年生が千葉市に校外学
習に行きました。４年生の社会科学習の一環とし
て、県庁所在地である千葉市の施設を見学いたし
ました。 

千葉ポートタワーからは、発展する千葉の湾岸
地域の様子をじっくりと観察いたしました。工業
地帯の様子やビルが建ち並ぶ様子に歓声をあげて
いました。 

午後からは千葉市科学 

館を堪能しました。約２ 

時間の見学時間を有効に 

活用し、班ごとに各フロ 

アをまわりながら調べた 

ことを熱心にワークシー 

トに記入していました。 

 

４年生校外学習（千葉市） 

１１月４日（木）、大津波警報対応避難訓練を実

施いたしました。 

本校は、沿岸からの距離が約１㎞、土地標高が６

ｍと万が一大津波が押し寄せたときには浸水の可

能性が高い立地条件にあります。しかし、校舎が平

屋建てのため垂直避難には限界があり、万が一の時

は約２㎞北にある旭中央病院看護学校の３階を目

指すこととなっています。 

当日は、校庭に避難した後、看護学校を目指して

歩きました。約３０分の行程を児童はおしゃべりも

せず真剣に歩き通していました。訓練とはいえ、目

的にたどりついたときは、児童も教師もほっとした

顔をしていました。 

あの３．１１の教訓を風化させることなく、今後

も安全教育に取り組んで参ります。 

大津波警報対応避難訓練 


