
 
 

 

 

TEL 381-0215 

 

 
 
 明日で１学期が終わります。ちょうど７０日間の授業日数でした。数ヶ月前までは園児だった１年
生も、すっかり小学校に慣れ、次々と新しいことを覚えています。毎朝の健康観察や持ち物の準備・
確認、水泳道具の用意、午前中１コマの授業参観、感染症対応など、保護者の皆様には多くのご協力
をいただきましたこと、改めて感謝申し上げます。 

 猛烈な暑さの日や強い雨の日もありましたが、５４８人の子どもたちは、保護者の皆様はもちろん
のこと、ご家族や地域の方々に見守られ、支えられて、毎日を過ごしてきました。どの子もできるこ
とが増え、グンと成⾧したはずです。 

明日は通知票をお渡しします。毎日一緒にいる担任や担当が、子どもたち一人一人の学校での頑張
りや様子、課題や願いを、一人一人を想いながら記したものです。子どもたち自身も、頑張れたとこ
ろや不十分だったところをよく分かっていると思います。ぜひ、よいところは思いきり褒めてあげ、
課題があれば子どもたち自身が意識して過ごしていけるよう、お声がけください。 

子どもたちが、日々支えてくれているたくさんの人にありがとうの気持ちをもち、健康で楽しく過
ごせる夏休みになりますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 子どもたちにとって、夏休みは心がホッとしたりワクワクしたりする期間です。私自身の小学生の
頃の夏休みを思い出してみると、「剣道の早朝稽古に行く」「近所でラジオ体操をしてカードにハン
コを押してもらう」「午前中の涼しいうちに宿題をする（あまり進まなかったような…）」「友達と
自転車で遊ぶ」「川へ釣りに行く」「プールから帰って昼寝をする」「お風呂掃除をする」などなど
が浮かんできます。そして、毎年必ず母親に叱られながら宿題を間に合わせていた記憶があります。 

 「本をじっくり読んでみる」「青空の下で白球を追いかける」「興味を持ったことを時間をかけて
調べてみる」など、ふだんの学校ではできにくい体験をしたり、自立心や探究心を伸ばしたり、生活
リズムを保つ力をつけたりと、いろいろなことができる期間です。 

 また、子どもたちがお手伝いを通して、家庭の中で役立つ存在であり、かけ 

がえのない存在であることを改めて実感できる、とてもよい期間でもあります。 

そんな夏休みの意義を子どもたちが感じながら、楽しく過ごせる夏休みであっ 

てほしいと思います。 

 
 

○ 学校では出席簿や各種名簿、出欠席や通知
票等の管理をシステムで行っているため、
学級によっては通知票に出力される番号が
通常使用している番号と一致しない場合が
ありますが、ご了承ください。 

○ 道徳科は、ノート等によるご家庭との連携
を重視してより良い変容につなげるため、
年間を通した評価を３学期にいたします。 

○ ３年生以上の外国語活動・外国語は、担当
教諭の体調不良による退職のため、２学期
に併せて評価することといたします。 
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心ゆたかで 自ら学ぶ たくましい子の育成 

～ 元気に登校 笑顔で下校 ～ 



 
 

７ 月 

20 日 水 １学期終業式 11:40 頃下校 

21 日 木 水泳クラブ 9:00～10:30 

22 日 金 水泳クラブ 9:00～10:30 

25 日 月 
図書室開室 8:30～10:30 
水泳クラブ 9:00～10:30 

26 日 火 
音楽クラブ 8:30～10:00 
水泳クラブ 9:00～10:30 

27 日 水 
図書室開室 8:30～10:30 
音楽クラブ 8:30～10:00 
水泳クラブ現地練習 9:00～11:00 

28 日 木 市小学生水泳教室記録会 

29 日 金 市小学生水泳教室記録会予備日 

30 日 土 ダディーズイベント 4～6 年申込者 

31 日 日 ダディーズイベント 4～6 年申込者 

８ 月 

1 日 月 図書室開室 8:30～10:30 

3 日 水 図書室開室 8:30～10:30 

5 日 金 
図書室開室 8:30～10:30 
県小学生水泳教室記録会 

10 日 水 学校閉庁（～16 日） 

19 日 金 図書室開室 8:30～10:30 

23 日 火 
PTA 環境整備作業 8:30 
作品等提出日 10:30～13:00 

24 日 水 作品等提出日 8:30～13:00 

25 日 木 音楽クラブ 8:30～10:00 

26 日 金 音楽クラブ 8:30～10:00 

29 日 月 ２学期始業式 11:30 頃下校 

30 日 火 発育測定 5.6 年 

31 日 水 発育測定 3.4 年 委員会 

＊予定は変更になることがあります。 

 ８月１０日（水）～１６日（火）は、群馬県
教育委員会が指定する「学校行事等を設定し
ない期間」にあたり、教職員はこの期間に夏
季休暇を充てることになりますので、学校は
不在となります。緊急時の連絡は、校⾧の携
帯へお願いいたします。 

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

  第４位 安中ジャイアンツ 
   ６年 ○○ ○○  ６年 ○○ ○○ 
   ６年 ○○○○○  ６年 ○○ ○○ 
   ６年 ○○ ○○  ４年 ○○○○○ 
   ４年 ○○ ○○  ４年 ○○ ○○ 
   ４年 ○○○○○  ３年 ○○ ○○ 

   ３年 ○○○○○  ２年 ○○○ ○ 
   １年 ○○○○○  １年 ○○ ○○ 

  第３位 安中サンダース 
   ６年 ○○○○○  ６年 ○○ ○○ 
   ６年 ○○  ○  ６年 ○○ ○○ 
   ６年 ○○ ○○  ６年 ○○ ○○ 
   ６年 ○○ ○○  ５年 ○○ ○○ 
   ５年 ○○  ○  ５年 ○○ ○○ 
   ５年 ○○  ○  ５年 ○○ ○○ 
   ５年 ○○ ○○  ５年 ○○ ○○ 
   ４年 ○○ ○○  ４年 ○  ○○ 
   ４年 ○○ ○○  ４年 ○○ ○○ 
   ３年 ○○ ○○  ３年 ○○ ○○ 
   ３年 ○○ ○○  ３年 ○○○○○ 

  優勝 安中中央クローバーズ 
   ６年 ○○ ○○○ ６年 ○○ ○○ 
   ６年 ○○ ○○ 
  男子優勝 豊岡ミニバスレイカーズ 
   ５年 ○○ ○○  ５年 ○○ ○○ 
   ５年 ○○ ○○ 
  女子優勝 豊岡ニミバスレイカーズ 
   ５年 ○○○○○  １年 ○○ ○○ 

   佳作  ２年 ○○ ○○○ 

  男子６年８０ｍＨ 
        第６位 ６年 ○○ ○○ 

女子５年５０ｍＨ 
         第３位 ５年 ○○○○○ 

女子４年１００ｍ 
        第４位 ４年 ○○ ○○ 
  女子４年８００ｍ 
        第５位 ４年 ○○ ○○ 
  男子４×１００ｍＲ 
        第３位 ６年 ○○ ○○ 

女子４×１００ｍＲ 
第３位 ５年  ○○○○○ 

  女子５年走り幅跳び 
        第６位 ５年 ○○ ○○ 
        第７位 ５年 ○○ ○○ 
  男子２年５０ｍ 
        第６位 ２年 ○○ ○○ 

学校代表  ３年 ○○ ○○ 
   ４年 ○○ ○○ 

  ５年 ○○ ○○ 
 
 


