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「ふるさとを愛し

意欲的に学び
やさしい心をもち 根気強く努力する子どもの育成」

【めざす子ども像】
ア 意欲的に質の高い学力を身につけようとする子ども（知）
イ 自ら正しく判断、行動し、豊かな心を持つ子ども（徳）
ウ 心身を鍛え、粘り強く最後まで、協力して取り組む子ども（体）

後期児童会役員

9 日に児童会本部役員選挙の立ち合い演説
会・投票を行いました。６つの役職に立候補し
た子ども達は、応援責任者と共に選挙運動に取
り組んできました。投開票の結果、右記の皆さ
んに決まりました。これからの活躍に期待して
います。
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また、24 日には、児童総会が行われました。本部をはじめ各委員会の活動内容が報
告されました。いろいろなアイディアを出し合い、全校みんなでよりよい久美浜小学校
9 月から朝マラソンや体育の時間に、また、５・６年生は放課後にも取り組んできた
をつくっていきましょう。
長距離走。一人一人の子ども達がそれぞれの目標を持ち、練習してきた成果をマラソン
大会や京丹後市小学校駅伝競走大会で発揮することができました。
マラソン大会に向けて、朝マラソンや体育の授業での長距離走・本番さながらの試走
と練習を重ねてきました。マラソン大会当日は、タイムを少しでも縮めることや順位を
上げることを目標に頑張って走っていた子が多かったです。長距離走は苦手としている
TANGO 子ども未来プロジェクトの一環
子は多いですが、諦めずに最後まで走りきることができた素晴らしいマラソン大会とな
として、11 日(金)にタンゴ技研様に来てい
りました。沿道にて声援を送っていただきました保護者・地域の皆様、本当にありがと
ただき、
「知ってみよう 自動車・オートバ
うございました。子ども達が最後まで走りきるための大きな支えとなりました。また、
イ等の部品製作の世界」について話を聞き
PTA 本部役員、PTA 保体部、久美っ子見守り隊の皆様には、交通指導へのご協力あり
第 4 位入賞
ました。
がとうございました。
記録 29 分 31 秒！！
実際に自動車のエンジンが動くところを
また、19 日（土）に行われた京丹後市小学校駅伝競
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見せていただいたり、作られたものを触る
走大会では、雨の中での実施となり、選手をはじめ関係
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者全員がいろいろと心配しましたが、その心配を吹き飛
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ばすような各小学校の選手の皆さんの力走ぶりでした。
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久美浜小学校の選手は、最後まで自分の力を出し切ろう
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と一生懸命走りきる姿が見られました。そして、その結
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果、4 位という素晴らしい成績を収めることができまし
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た。雨の中、応援に来ていただいた皆様、本当にありが
とうございました。

10 月２日（水）

久美浜学園連携事業

６年生久美浜中学校体験授業
中学校で学園の 6 年生
を対象に体験授業が行わ
れました。体育・音楽・美
術の中から自分が興味の
ある教科を選択し、中学校
の先生の授業を受けまし
た。ほかの学校と合同で行
う中で、交流を図ることが
できた児童もいました。

５年生能楽体験

美術体験
自分の手を描きました

10 月２４日（木）

久美浜学園の特別支援学級在
籍児童が一堂に集まり、ふれあい
交流会を行いました。久美の子学
級のみんなも、ゲームの説明をし
たり、ほかの学校の友達と楽しく
活動したりしました。

10 月２５日（金）

P T A 活 動

PTA 一斉あいさつ運動
学園 PTA 一斉あいさつ運動が快晴の中実
施されました。今回は家庭教育委員会の皆さ
んが校門前に立ち、子ども達と『おはようご
ざいます』とあいさつを交わしていました。
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今年度も、学園の 5 年生が安養寺で開催された能楽体験に参加し
ました。各校から 2 名ずつ、実際に能面を着けさせていただき体験
をしました。その後能楽について話を聞いたり『柿山伏』の演目を
鑑賞したりしました。わずかな時間でしたが、大変良い経験となり
ました。

10 月７日（月）

行事予定

ふれあい交流会

１８日(月)
１９日(火)
２０日(水)

10 月２５日（金）

PTA 親子お楽しみ会
PTA 家庭教育委員会主催の親子お楽しみ会が
開催されました。今年度は、親子で体を動かすこ
とを目当てに十楽にお住いの島貫さんにお世話
になり実施しました。ドッヂビーを使って親子で
楽しく過ごしました。

お知らせ
11 月１日より、
先生にスクールサポーターとしてお世話になることになりま
した。２年生を中心に入っていただきます。よろしくお願いします。

２１日(木)
２２日(金)
２３日(土)
２６日(火)
２７日(水)
２８日(木)
２９日(金)

委員会
久美浜町文化祭
文化の日 久美浜町文化祭
振替休日 久美浜町文化祭 合同公演
小中合同あいさつ運動 外国語（午前） PTA 本部役員会 19:30
児童朝会・全校音楽
校内絵画展～14 日 学習発表会リハーサル 外国語（午後）
学習発表会前日準備
学習発表会 15:45 一斉下校
振替休業日
外国語（午前）
学校朝会 人権旬間 避難訓練
体重測定（久美の子１・5 年・6 年） 外国語（午後）
いじめ防止講演会１９:３０アグリ
登校指導 体重測定（3 年・4 年） クラブ
市 P 講演会１９:３０アミティ
体重測定（久美の子２・1 年・2 年）
外国語（午前）
久美浜学園 SNS 講話４年・久美浜学園講演会１９:３０久美中
読書旬間（～12/３）
授業参観 2 校時
家庭学習がんばり週間（～27 日）
クラブ
勤労感謝の日
5 時間授業 14:30 一斉下校
学校朝会 市 PTA 協議会研究大会 19:30 アグリ
外国語（午後）
委員会

主な行事予定
２日（月）
６日（金）
１１日（水）
１３日（金）
１８日（水）
２３日（月）
２４日（火）

朝縄跳び（～13 日）
クラブ
通学班会
登校指導 委員会
３～6 年非行防止教室２・３校時
５時間授業 １４:３０下校
給食終了 終業式 ５時間授業 １４:３０下校

