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新年を迎えて 
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 平成２９年を迎えました。 

新年あけましておめでとうご

ざいます。爽やかに澄み渡っ

た青空に、今年も阪本小学校

にとってよい年になりますよ

うに、と思わず手を合わせま

した。昨年は皆様より本当に

多くのご支援・ご協力を賜

り、誠にありがとうございま

した。おかげさまで阪本小学

校の教育活動も順調に行わ

れ、子どもたちや教職員にと

って大変充実した年となりま

した。今年はさらに飛躍の年

にするべく、教職員の力を結

集して教育活動を展開してま

いります。 

  充実の３学期に 

 さて、３学期が始まりまし

た。本日、清々しい気持ちで

始業式を迎えることができま

した。今年も、一年の幸せと

健康を願って、地域の神田囃

子保存会の皆様に獅子舞を披

露していただきました。子ど

もたちの顔から楽しい年末年

始だった様子と今日からまと

めの学期を頑張ろうという意

気込みが感じられ、子どもた

ちの活躍を楽しみにしている

ところです。 

 ３学期は大変短い学期です

が、１年の締めくくりである

と同時に、次の学年に向けて

の飛躍の時期となります。特

に６年生にとっては小学校生

活最後の集大成として卒業式

を迎える大きな意味をもつ学

期です。５年生は、最高学年

として新しいリーダーに、１

年生から４年生は新たなチャ

レンジャーに。それぞれのめ

あてをしっかりと心に刻み、

３学期をスタートしてほしい

と願っています。 

  コレド阪本１２ 

３学期は、子どもたちが楽

しみにしている「コレド阪

本」の学習を進めます。経済

の街、兜町・茅場町に立地す

る阪本小学校ならではの金融

教育・キャリア教育です。今

回の学習は取組を始めて１２

年目になります。 

決められた資金をもとに子

どもたち自らが商品の企画・

仕入れ・製作・販売を行う一

連の経済活動を体験すること

を通して、経済についての基

礎的な仕組みを学びます。 

 ２月１８日(土)に開店しま

す。ぜひ、ご来店ください。 

 

  ＜教育相談日＞    

毎週月・火曜にｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰが

相談に応じます。  

＜今月の校庭開放日＞ 

午前 9:30~12:00 

午後 1:00~4:30 

１５日､２２日､２９日 

日 曜 1 月行事予定 

１ 日 元旦 

２ 月 振替休日 

3 火  

4 水  

5 木  

6 金  

７ 土 冬季休業日終 

８ 日  

９ 月 成人の日 

10 火 始業式 安全指導 

11 水 
給食始 避難訓練 

宇佐美学園始業式 

12 木 測定 席書会（３・４年） 

13 金 席書会（１・２・５・６年） 

14 土 はねつき大会 

15 日  

16 月 午前授業 

17 火 書き初め展始 午前授業 

18 水 邦楽教室 

19 木  

20 金 東証出前授業(5･6 年) 

21 土  

22 日  

23 月 
家庭学習キャンペーン 

委員会 区展見学(3･4 年) 

24 火  

25 水 
あおぞら班活動 

なかよし給食 

26 木 食育(3 年) 

27 金  

28 土 

学校公開 書き初め展終 

健康教室(1 年) 

日本橋かるた大会 

29 日  

30 月 食育(5 年) クラブ 

31 火 法教育(4 年) 



５年 校外学習について  

〇社会で自動車を調べたときより

も、工場見学のほうがダイナミッ

クでした。自動車を作るロボット

が絵を描いてくれて楽しかったで

す。 

〇自動車の部品を作るときに、始

めはロボットが作り仕上げは人間

が行うということを知りました。

だから、ミスなく作れるのだと感

じました。 

〇授業だけでは知ることができな

い部分も日産自動車工場で見学す

ることができ、とても勉強になり

ました。横浜醤油工場では｢食べる

醤油｣が売られていて印象に残り

ました。 

〇日産自動車工場では、バーコー

ドを通して部品を組み立てていて、

すごいと思いました。人やコンピ

ュータが作業することで完璧な車

ができるのだと思いました。 

〇一つのエンジンを作るだけでも、

いろいろな人が関わっているのだ

と思いました。 

〇ぼくたちの見えないところで、

いろいろな人たちが集まって車を

作っているということを知りまし

た。 

〇車の部品をロボットが運んだり、

作ったりしていて、すごいと思い

ました。電気自動車などの車の性

能にも興味をもちました。 

〇自動車工場で見たエンジンはと

ても迫力がありました。醤油工場

は、外にまでおいしそうな醤油の

においがしました。 

〇車を１台作るのに、１日かかる

と聞いてびっくりしました。横浜

醤油工場では、｢食べる醤油｣が売

られていて、食べてみたらおいし

かったです。 

 

 

〇自動車工場では、車１台作るの

に、２４時間かかると聞いて、びっ

くりしました。醤油工場では、食べ

る醤油が少しピリ辛ですごくおい

しかったです。 

〇エンジンを作るときはほとんど

ロボットが行い、仕上げだけ人の

手で行うことを知りました。ロボ

ットはセンサーで感知して部品を

つけていてすごかったです。 

〇醤油工場が数少ないことにおど

ろきました。試食のときに食べた

｢食べる醤油｣はおいしかったです。

日産では、自動車がどのように作

られているのか見学でき勉強にな

りました。 

〇車というものは人とロボットが

共存して、できているということ

が分かりました。また、醤油を作る

には大変な作業があることを知り

ました。 

〇九州に行くほど、醤油が甘いこ

とが分かりました。また、自動車に

使われる部品がすごい速さで作ら

れていることを見学してくること

ができました。 

 

３年 席書会に向けて 

〇私は、「友だち」を書きます。「友」

の止めやはらいに気をつけて書き

たいです。 

〇ていねいに、いろいろと気をつ

けてしっかりとお正月という字を

がんばって書きます。 

〇わたしは「お正月」をえらびまし

た。「お」がけっこうむずかしいの

でがんばります。 

〇ぼくはお正月を書きます。まだ

上手ではないけれど手本のように

書きたいです。 

 

 

 

〇わたしは「お正月」を書きます。

ていねいに書くようにがんばりま

す。 

〇自分は「お正月」の「正」は上手

に書けるので、「月」をがんばって、

きれいに書きたいです。 

〇ぼくは「友だち」という字を書き

ます。「友」を大きく元気よく書き

たいです。 

〇ぼくは「お正月」を書きます。筆

の先を使うと名前のバランスなど

が上手に書けます。 

〇ぼくは「お正月」を書きます。「お」

をていねいに書けるように手本を

よく見て書きます。 

〇ぼくはお正月をえらびました。

「月」のはねるところをがんばり

ます。 

〇わたしは「友だち」を書きます。

「友」のバランスがよくなるよう

にがんばります。 

〇太さをそろえて、ていねいに「お

正月」を本番で書きたいです。 

〇私は「お正月」を書きます。「正・

月」の漢字をきれいに大きい字で

書けるようにします。 

〇ぼくはお正月を書きます。手本

をよく見て「お」と「正」を大きく

書きたいです。 

〇私は「お正月」を書きます。「正

月」のバランスに気をつけて、大き

くていねいに書きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活目標 

すすんであいさつをしましょう。 

保健目標 

姿勢を正しくしましょう。 

給食目標 

食事のマナーを身に付けよう。 


