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9月28日（土）さわやかな秋空の下、戸田小学校 第32回 運動会が行われました。
8月中盤までの猛暑日が途切れ安心したのも束の間、9月半ばからは再び暑さが戻ってき
ました。子どもたちの体調を気にし、早めに練習を終わらせようか、そろそろ仕上げなので、
もうひとがんばりさせるのか、先生方も悩みながらの日々が続きました。
9月 半ばの台 風やそ の後の大雨 で、各地で被害がありました。特に千葉県の停電は住民
の方を苦しめました。相川地区には大きな被害こそありませんでしたが、それでも本校では、
校 庭の防砂 ネットが切れたり 、木が折 れたりしま した 。夏休みから続いていた壁面工事も少
々残っておりましたので、環境の面でも不安がありましたが、最終週には暑さも和らぎ、天候
も落ち着き、校舎や校庭で行われていた多くの作業も区切りがつきました。
しかし、昨年度の運動会が、お昼前での雨による中断を余儀なくされた
ように、開始の直前まで何が起きるかわかりません。いや、開会式後も、
毎年のように小さなハプニングはあります。私にとっては、一番の楽しみ
でもあり、一番の心配事でもあるのが運動会です。
いつものように、児童会の運営委員会の進行で、開会式が始まり、準備運動、競技・演技
へと進みました。これまた毎年のことですが、皆が全力で走る徒競走、低中高学年の表現、
チームで力を合わせる団体種目、応援、ＰＴＡ、職員、就学前の子どもたちのかけっこ、どれ
も一人一人の思いが伝わり、感動します。
今年度は、30周年の運動会にも来てくださった教育長さんの訪問もあり、また、例年通りた
くさんのご来賓の皆様、地域の皆様、保護者の皆様のご声援、ご協力があり大いに盛り上が
った運動会でした。
「伝統」…古くさいような、しかし失いたくない大切な言葉です。
33回目も34回目も、そして50回、100回と戸田小の運動会が
地域の大きな活動として続いていけば良いなと感じた1日でした。

日光修学旅行について
10月 を迎え、、「秋」と呼ぶに相応 しい季節 となってま いりま した。6年 生は、小学 校生活最
後となる運動会の各種目を全力でやりきったことはもちろん、それぞれの役割を十分に果たし
てくれました。運動会練習・準備と同時進行で、「日光」について調べたり、グループ活動の計
画を立てたりして、修学 旅行に向けての準備もしっかりと進めてきました。修学旅行は、次の
よ うに 実施 いた しま す。 保護 者の 皆様 には 、子ど もた ちの体調を 観察していた だくとともに宿
泊に伴う連絡事項があれば、担任までお知らせいただきたいと思います。よろしくお願いい
たします。

日時
行き先

令和元年10月8日（火）から10月9日（水）まで
日光方面

学校へ行こう旬間

今年度の「学校へ行こう旬間」を次のように計画しています。よろしくお願いいたします。
期間
令和元年10月15日（火）から
令和元年10月26日（土）（戸田っ子まつり・ふれあいまつり）まで

戸田っ子まつり・ふれあいまつり
次のように、戸田っ子まつり・ふれあいまつりを行います。
戸田っ子まつりでは、子どもたちが工夫して作ったお店をご覧ください。1年生は、生活科で、秋の
自然を生かした作品を作り展示する参加です。当日は、前半も後半もグループでの見学となります。
午後から始まるＰＴＡと学校の共催で行うのふれあいまつりは、保護者の皆様による体育館でのバ
ザー（1年生は13時に親子で体育館に並んでください。）や模擬店となります。1年生については保護
者同伴を原則といたします。お金を持っての活動になりますので、ぜひお子様に寄り添ってあげてく
ださい。

日時
会場

令和元年10月26日（土）（戸田っ子まつり 8時25分～11時10分）
（ふれあいまつり13時00分～14時45分）
戸田小学校校舎内および体育館
令和元年度

第2回 学校運営協議会について

9月 号でも お知 らせしま した通 り、令 和元年度の第2回 学校運営協議会を次の日程で開催いた
します。今年度の上半期の活動についてご報告させていただいたり、放課後の子どもたちの
生活についてご報告をいただいたりしたいと思います。また、来年度の新学習指導要領の全
面実施に向けてのいくつかの提案もさせていただきます。委員の皆様、よろしくお願いいた
します。

日時
会場

令和元年10月26日（土）11時00分から
戸田小学校PCルーム

令和２年度の教科書
一昨年度3月の学校だよりから、学習指導要領
の改訂の趣旨や大きな変更点について掲載して
き ま した。 そ れに 伴 う本 校 の 活動 の 見 直し に つい
ても 、 先月 号で述 べま した。何 年か 前の 学校 たよ
りで 「不易と流行」 という話をさせていただきまし
た。教育の大きな改革のスタートとなる2020年・令
和2年度から、教科書も学習の展開も、評価（あゆ
み）もまた変更となります。教科書は、すでに採択
の審議会が終わり、厚木で使うものが決まりまし
た。それをもとに、学習指導計画も、半年かけて
作成いたします。

自転車保険
10月 か ら 義 務 化
自転車の事故が増えています。 それに伴い
自転車保険への加入が義務化されました。
また13歳 未 満 の 子 ど もに ヘ ル メッ トを 被 らせ
ることは、保護者の努力義務となっています。
子どもたちが交通事故に遭わないように日
ごろから危険な行動や
ルール・マナーを教えて
おくことが大切です。

これは予定です。変更になる場合もあります。
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登校指導 ALT GUA 4年点字体験
委員会活動
文化の日
振替休日
あいさつ運動1-1 出前お話会3、4年
持久走週間（8日まで）
戸田っ子作品展（22日まで）
PTA第3回運営委員会
PTA第3回ふれあいまつり実行委員会
1年エンジョイタイム GUA
4年おもしろ理科教室 PTA第6回本部会
あいさつ運動1-1 栄養士訪問 6-1
5年校外学習（日産追浜工場）
ロング昼休み 代表委員会
PTA第2回家庭教育学級
あいさつ運動1-1 栄養士訪問6-2
クラブ活動 SC GUA
公民館こどもまつり
1，2年おはなしワニーズ ALT GUA
あいさつ運動1-2 児童朝会（飼育委員会）
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先生方の研修会 短縮4時間
（3-2、4-1のみ5時間）
あいさつ運動1-2 ロング昼休み
大人と子どもの読み聞かせの会（1～4年）
5年日産わくわくエコスクール

登校指導 あいさつ運動1-2 GUA
1、2年校外学習アースプラザ
4年車いす体験
教育相談
教育相談
教育相談 GUA
教育相談
教育相談 ALT GUA
勤労感謝の日
就学時健康診断 ALT GUA
4年校外学習宮ヶ瀬ダム
4年エンジョイタイム GUA
学習室第2回ブロック交流会
ロング昼休み ふれあいタイム
クラブ活動

