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学校教育目標 

夢や目標をもち、自ら進んで学ぶ、心豊かなたくましい児童の育成 

～確かな学力、豊かな心の育成と生活習慣の向上をめざして～ 

 かった夏休みが終わり、元気な子どもたちの声が戻ってきました。とはいっても、今年は、児童

クラブ「おひさまクラブ」の出席 が 名もいて、毎日 やかな声が いていました。教室も

常の教室では りず、北校 の一 は子どもたちであふれていました。今年度から、ボランティアに

よる学 支援も われ、学校でもお世 になっている地域の皆様が、支援してくださっています。 

 学期からは、これまで図工室であった 屋が放 後の 

学 スペースとして活用されることになります。 

 また、夏休み中に、学校が いた 年生以上の「サマ 

ースクール」には、 ペンを持った地域の方々がお手伝 

いにきてくださり、熱心に子どもたちに教えてください 

ました。中には、事前に問 を 入して予 されるな 

ど、その取り組みの姿勢に の下がる思いでした。 

『地域ぐるみで子どもを む』機 が まっています。 

さあ、 学期のスタートです。すべては子どもたちの 

ために、気持ちを引き締めていきたいと思います  

９月の「学校へ行こう！」 
  

９月５～６日（月～火） 夏休み作品展 

９月 ７日（水）心を育むあいさつ運動 

９月１２日（月）14:10～健康教育講演会 

９月２３日（金）19:30～プロジェクト部会 

９月２７日（火）11:40～給食試食会（１年生） 

９月３０日（金）19:30～学校運営協議会 

～コミュニティ・スクールとは～ 
学校運営協議会を設置し、保護者や地域住民等が、一定の権限と責任をもって学校運営に参画し、より良い教育

の実現をめざすという、地域に開かれ、地域に支えられる学校づくりの仕組みです。 

＝健康教育講演会＝ 

日時：９月１２日（月）１４：１０～ 

場所：椿東小学校体育館 

講師：医師 末次 正治先生 

  （特定医療法人 茜会 昭和病院） 

演題：『元気に勉強・運動するために』 

～生活習慣が生活を左右する～ 

 

＊食事と睡眠を変えれば、「東大合格」

も夢じゃない！と思える講演会です。 

ぜひ、ご参加ください。 
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