ば 瀑布ばくふ(秋保大滝)のように いつまでも続く学びと清らかな心
○
ば 磐司岩ばんじいわ のように 強くたくましい体
○
仙台市立馬場小学校
学 校 だ よ り
令和元年度 No.４
２０１９．６．２８（金）
〔ブログ更新中〕
http://www.sendai-c.ed.jp/~baba-syo/
協働型学校評価重点目標

「望ましい生活習慣を身につけた子供の育成」

「主体的に学習に取り組む子供の育成」

第1回学校評議員会・学校関係者評価委員会
第1回学校評議員会・学校関係者評価委員会
６月1３日，本年度第1回目の学校評議員会・学校関係者評価委員会を開催いたしました。本年度は，
５名の皆様に委嘱しております。よろしくお願いいたします。
学 校 評 議 員
太田
階
様
学校関係者評価委員
峯岸 新造 様
佐藤 みつ子 様
佐藤 藤佐 様
館山 めぐみ 様
当日は，会に先立って，１年生から６年生までの授業の様子を参観していただきました。国語や算数
の授業に真剣に取り組み，進んで発表する子供たちの姿をご覧いただき，委員の皆様方からは，「子供
たち一人一人の成長を感じる。」というお褒めの言葉をいただきました。その後開催した学校評議員会
・学校関係者評価委員会では，校長が本年度の学校経営方針や協働型学校評価の重点目標等について説
明し，委員の方々からご意見をいただきました。いただいた主なご意見は，以下のとおりです。
○少人数ならではの強みを生かしてほしい。４０人学級ではできないことがあるはず。少人数だから
こそ，もっと授業スタイルを工夫することも必要。
○子供たちの興味・関心を大切にしていくことが大事ではないか。興味・関心を持ったことを，自分
で追究していく子供をこれからも育てていってほしい。
○「習慣を身に付ける」のであれば，その時だけでなく，継続してやっていくことが大事。
○やらせっぱなしではなくて，やってみて（よかったな。）と子供が思う，分かるような工夫が必要。
子供の成長を教師が認め，子供に返してやることが大切。
学校評議委員・学校関係者評価委員の皆様からいただいたご意見を生かし,本校の学校教育目標であ
る「心豊かで進んで学ぶ たくましい子供の育成」を目指し,「チーム馬場小」として引き続き取り組
んで参りますので，保護者，地域の皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。
7/19（金）が夏休み前の最終登校日です。1，2年生は5時
間授業，3年生以上は，6時間授業です。（給食あり）
日

７

14

21
資源回収
③
28

月
１
振替休業日

８
大掃除週間
（12日まで）
仲良しキック
ベース大会
15
海の日
22
個人面談①
プール①
29
プール⑥

火
２
集金日

水
木 家族読書デー
金
３
４
５
集金日
スチューデント
避難訓練
シティ（６年）
救急救命講習
９
10
11
12
オーケストラ 4～6年5校時限 あいさつ運動 大掃除
鑑賞会（5年） 委員会活動
（4年）
SC来校日
16

23
個人面談②
プール②
30
プール⑦

17
代表委員会
24
プール③

18
あいさつ運動
(1･2･3年生)
25
個人面談③
プール④

19
お話朝会
給食最終日
26

土
６

13

20
夏季休業日
（8/22まで）

27

個人面談予備日

プール⑤

31
プール⑧

【8月の主な行事】1日(木)プール⑨ 2日(金)プール⑩ 5日(月)プール⑪ 6日(火)プール⑫
7日(水)プール⑬ 8日(木)プール⑭ 9日(金)プール⑮ 13日(火)～16日(金)学校閉庁日
21日(水)サマースクール① お楽しみ講座① 22日(木)サマースクール② お楽しみ講座②
23日(金)お話朝会 午前授業 24日(土)PTA奉仕作業 26日(月)給食開始
27日(火)歴史探訪会(6年) 28日(水)陸上記録会前内科検診(6年) クラブ活動 29日(木)音楽朝会

いじめ防止意見交換会
いじめ防止意見交換会

三校合同修学旅行
三校合同修学旅行

25日(火)18:30から，本校の図書室において，保
護者の皆様に参加していただき，「いじめ防止に関
する取組についての意見交換会」を開催しました。
4月の「いじめ防止等に関する条例」の施行を受け
て，本校でも「いじめ防止基本方針」の改訂に向け
た取組を進めているところです。会の中では，校長
が条例の概要について説明し，その後，いじめ防止
のために，
「家庭との連携でどんな取組ができるか」
「地域との連携でどんな取組ができるか」を中心に，
参加された皆様からご意見をいただきました。いた
だいた主なご意見は，次のとおりです。
○いじめ事案について，解決後も時々子供や保護者
に様子を聞くなどの対応があると良い。
○親が子供の話をしっかり聞いてやることが大切で
はないか。
○引き続き，地域での交流を通して，地域として子
供たちを育ていきたい。
いじめ防止に向けた取
6日～7日の1泊2日で，馬場小・秋保小・湯元小
組 に つ い ては ，今 後も 学
の6年生が，福島県会津方面に修学旅行へ行きまし
校 便 り や 学校 ホー ムペ ー
た。1日目は，会津藩校「日新館」の見学と会津若
ジ を 通 し て， 保護 者， 地
松市内を自分たちで巡る「自主研修」でした。自
域 の 皆 様 にお 伝え して 参
主研修では，事前学習で立てた計画に沿って，5人
ります。
で協力して活動しました。昼食に食べたラーメン
のおいしさに大満足の子供たち，赤べこや起き上
がり小坊師の絵付けも体験しました。夜は，三校
民話の語りを聞く会
民話の語りを聞く会
対抗の「秋保カルタ大会」でした。カルタ大会を
13日(木)，「秋保語りの会」の柴田様，佐藤様， はじめ，三校で一緒に過ごしたホテルのでの時間
杉本様をお招きし，「民話の語り」を聞く会を行い は，子供同士の親睦を深めるよい機会となりまし
ました。三名の語り部の方々からは，秋保地区に伝 た。2日目は，飯盛山で白虎隊を中心に会津地方の
わる民話を中心に，岩手県に伝わる民話の語りも聞 歴史について学び，檜原湖では，モーターボート
かせていただきました。
に乗船しました。また，野口英世記念館の見学も
語り部の皆さんの楽し
行いました。子供たち一人一人が設定したテーマ
いお話に，子供たちは
を追究することを通して，会津地方の文化や歴史，
身を乗り出し，目を輝
自然等について学ぶことができた2日間の修学旅行
かせながら聞き入って
でした。
いました。「秋保語りの
６９回目の「開校記念日」
６９回目の「開校記念日」
会」の皆様，ありがと
うございました。
お知らせするのが遅くなってしまいましたが，
先月21日は，本校の69回目の開校記念日でした。
あおぞら給食
あおぞら給食
はじめに，校長先生から卒業生の作文，「馬場小自
子供たちはもちろん，教職員も楽しみにしている 慢ベスト３」についてお話がありました。ベスト3
馬場小学校の給食。先月31日は，「あおぞら給食」 として紹介があったのは，「ランチルーム」「広い
でした。天候が心配されましたが，お昼の時間には， 階段」「広い廊下」の三つです。その後，「みんな
太陽が顔を出し，青空も見られるようになりました。の知らない昔の馬場小」というテーマで，以前，
大喜びの子供たちは，
本校に勤務した経験のある真壁先生，早坂先生か
給食室の皆さんが心を
らお話がありました。今よりも児童数が多かった
込めて作ってくださっ
こと，現在，田んぼとして利用している所にうさ
た手作りの「お弁当」
ぎ小屋があったこと，隣に馬場幼稚園があったこ
を，校庭やテラス，校
となど，子供たちは，「昔の馬場小」について，た
長室など，学年ごとに
くさん知ることができました。校長先生のお話に
場所を決めて，おいし
もあったように，馬場小学校は，学ぶ子供たちの
くいただきました。ご
ために作られた場所で
ちそうさまでした。
す。これからも先輩た
ちが大切に使ってきた
ご協力
ご協力 ありがとうございました
ありがとうございました
馬場小学校への感謝の
6月2日に行った第1回の資源回収ですが，保護者， 気持ちを忘れず，全校
地域の皆様のご協力により，先日，20,727円が回収 児童が仲良く，そして，
業者より口座に入金されました。7月21日（日）に 元気に学習や運動に取
２回目の資源回収を行いますので，皆様のご協力を り組むことを願ってい
よろしくお願いいたします。
ます。

