
学校の教育目標  「自ら学ぶ力と豊かな感性を持ち、たくましく生きる児童の育成」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回学校評議員会開催！ 

新年度の子どもたちを見ていただきました。 
 平成２７（２０１５）年度がスタートして１か月余り・・・ＰＴＡ

総会、遠足、家庭訪問、ゴールデンウィーク等も終わり、学校はごく

普通の日常を過ごしています。『凡事徹底』ということわざのとおり、

当たり前のことをきちんとやる習慣を身に付けているところです。 

 先日１９日は学校公開日でしたので、学校評議員さんをお招きして

学校での子どもたちの様子を見ていただきました。入学した１年生が

先生のお話を集中して聞いていたり、６年生が難しい課題に真剣に取

り組んでいたりする様子を見て、どのクラスも担任の先生との絆が少

しずつ深まっていることをとても喜んでいらっしゃいました。 

 会議では、経営方針等を説明しましたが、先生方の体の調子を心配

していただき残業時間の軽減についても話されました。子どもたちが

毎日楽しく学校で過ごし、『この学校で良かった』と言えるように、学

校・地域・保護者で手を取り合い、子どもたちを育てていこうと新た

に決意することができました。 

地域版便地域版便地域版便地域版便りりりり    
NO.NO.NO.NO.    ２２２２号号号号    
５月２２日（金） 

宇佐市立 

柳ヶ浦小学校 

文責 竹田京子 

 

柳小のシンボル 

素敵な音色にうっとり・・・ 

 

先生たちのダンスに会場は大盛況 

５，６月行事 

5/27~28修学旅行 
5/27チャレンジデー 

5/31ＰＴＡ親睦球技大会 

6/2  ４色結団式 
6/11駅館小 6年親子
来校～戦跡見学 
6/15交通安全教室 
第 1回校内研究会 
6/16プール開き 
6/19４年社会見学 
１年学年ＰＴＡ 
6/20 良い子に育てる会 

6/21わんぱく相撲 
6/24県立美術館見学 

6/26 市民図書館出
前講座（1年） 

子どものためのクラシックコンサートに
大喜びの子どもたち 
5月 15日大分県教職員互助会主催によりクラシックコンサートが催さ

れました。楽器の紹介あり、どこかで聞いたことのある曲の演奏あり、

歌のお姉さんによる歌唱あり、先生たちの即興ダンスありで会場にいた

子どもたちは大興奮。ご来校の地域の方も満面の笑顔でした。 

子どもたちにとって本物の楽器の音を聴いたり、歌手の方の声を聴い

たりはなかなかチャンスがないと目の当たりにできません。とても良い

機会を得ることができました。互助会担当の方も「とても素直な良い子

どもたちですね』とほめてくださいました。子どもの時から音楽などの

感性を養う体験はとても大切だと心から思いました。 



 

 

   

海軍航空隊基地の門柱の前で  機銃掃射の跡が残る塀の前で  生き残り門の前で 

   

生き残った柳の木の前で  柳敦則さん所有戦争の備品説明   柳田清雄氏碑の前で 

 毎年行っている豊の国宇佐市塾主催平和ウォークの戦跡説明ガイド…６年生になると果

たさなければならない大きな責務の一つになっています。当日は少し雨が降る中でしたが、

参加者は多く、熱心に６年生のガイドを聞いてくれました。６年生も皆熱心にガイドでき

るように練習し、がんばりました。見ていて感心したのはどの子もよく挨拶したことです。

始めの方は少し緊張していましたが、徐々に流暢な言い回しになり、たったひとりの参加

者に対しても心を込めてガイドできていました。伝統を引き継ぐことの大切さと責任を果

たすということを学ぶことができたようです。 

 このガイド、実は６月に隣の駅館小６年生親子が来校したときも活躍します。平和ウォ

ークの時はガイドできなかった６年生に頑張ってもらうようにしています。 

 

 

 昨今の子どもたちを取り巻く状況は決して良い事ばかりでなく、中には大人がきちんと
範を示していないが故に起こるかなしい事件もあります。携帯・インターネットの普及に 
                    よる様々な弊害も最近増えてきています。 
    ネットいじめ          ネットいじめや、ゲームによる寝不足などで 
                    子どもたちの生活が危ぶまれているのも事

実です。 
                     本校では事件事故は起こっていませんが、

危機感は持っていたいと思います。さらに、 
ＰＴＡ総会でテーマを「子どもを見つめよ
う」と設定して、子どもたちを学校や地域と
連携して子育てしていこうと話し合いまし
た。 

 

 

みんなでつな
がりあって子
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                    よる様々な弊害も最近増えてきています。 
    ネットいじめ          ネットいじめや、ゲームによる寝不足などで 
                    子どもたちの生活が危ぶまれているのも事

実です。 
                     本校では事件事故は起こっていませんが、

危機感は持っていたいと思います。さらに、 
ＰＴＡ総会でテーマを「子どもを見つめよ
う」と設定して、子どもたちを学校や地域と
連携して子育てしていこうと話し合いまし
た。 

 

 

みんなでつな
がりあって子
育てしましょ
う！ 



学校の教育目標  「自ら学ぶ力と豊かな感性を持ち、たくましく生きる児童の育成」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回学校評議員会開催！ 

新年度の子どもたちを見ていただきました。 
 平成２７（２０１５）年度がスタートして１か月余り・・・ＰＴＡ

総会、遠足、家庭訪問、ゴールデンウィーク等も終わり、学校はごく

普通の日常を過ごしています。『凡事徹底』ということわざのとおり、

当たり前のことをきちんとやる習慣を身に付けているところです。 

 先日１９日は学校公開日でしたので、学校評議員さんをお招きして

学校での子どもたちの様子を見ていただきました。入学した１年生が

先生のお話を集中して聞いていたり、６年生が難しい課題に真剣に取

り組んでいたりする様子を見て、どのクラスも担任の先生との絆が少

しずつ深まっていることをとても喜んでいらっしゃいました。 

 会議では、経営方針等を説明しましたが、先生方の体の調子を心配

していただき残業時間の軽減についても話されました。子どもたちが

毎日楽しく学校で過ごし、『この学校で良かった』と言えるように、学

校・地域・保護者で手を取り合い、子どもたちを育てていこうと新た

に決意することができました。 
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子どものためのクラシックコンサートに
大喜びの子どもたち 
5月 15日大分県教職員互助会主催によりクラシックコンサートが催さ

れました。楽器の紹介あり、どこかで聞いたことのある曲の演奏あり、

歌のお姉さんによる歌唱あり、先生たちの即興ダンスありで会場にいた

子どもたちは大興奮。ご来校の地域の方も満面の笑顔でした。 

子どもたちにとって本物の楽器の音を聴いたり、歌手の方の声を聴い

たりはなかなかチャンスがないと目の当たりにできません。とても良い

機会を得ることができました。互助会担当の方も「とても素直な良い子

どもたちですね』とほめてくださいました。子どもの時から音楽などの

感性を養う体験はとても大切だと心から思いました。 



 

 

   

海軍航空隊基地の門柱の前で  機銃掃射の跡が残る塀の前で  生き残り門の前で 
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 毎年行っている豊の国宇佐市塾主催平和ウォークの戦跡説明ガイド…６年生になると果
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参加者は多く、熱心に６年生のガイドを聞いてくれました。６年生も皆熱心にガイドでき

るように練習し、がんばりました。見ていて感心したのはどの子もよく挨拶したことです。

始めの方は少し緊張していましたが、徐々に流暢な言い回しになり、たったひとりの参加

者に対しても心を込めてガイドできていました。伝統を引き継ぐことの大切さと責任を果

たすということを学ぶことができたようです。 
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たさなければならない大きな責務の一つになっています。当日は少し雨が降る中でしたが、

参加者は多く、熱心に６年生のガイドを聞いてくれました。６年生も皆熱心にガイドでき

るように練習し、がんばりました。見ていて感心したのはどの子もよく挨拶したことです。

始めの方は少し緊張していましたが、徐々に流暢な言い回しになり、たったひとりの参加

者に対しても心を込めてガイドできていました。伝統を引き継ぐことの大切さと責任を果

たすということを学ぶことができたようです。 

 このガイド、実は６月に隣の駅館小６年生親子が来校したときも活躍します。平和ウォ

ークの時はガイドできなかった６年生に頑張ってもらうようにしています。 

 

 

 昨今の子どもたちを取り巻く状況は決して良い事ばかりでなく、中には大人がきちんと
範を示していないが故に起こるかなしい事件もあります。携帯・インターネットの普及に 
                    よる様々な弊害も最近増えてきています。 
    ネットいじめ          ネットいじめや、ゲームによる寝不足などで 
                    子どもたちの生活が危ぶまれているのも事

実です。 
                     本校では事件事故は起こっていませんが、

危機感は持っていたいと思います。さらに、 
ＰＴＡ総会でテーマを「子どもを見つめよ
う」と設定して、子どもたちを学校や地域と
連携して子育てしていこうと話し合いまし
た。 

 

 

みんなでつな
がりあって子
育てしましょ
う！ 



学校の教育目標  「自ら学ぶ力と豊かな感性を持ち、たくましく生きる児童の育成」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１回学校評議員会開催！ 

新年度の子どもたちを見ていただきました。 
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子どものためのクラシックコンサートに
大喜びの子どもたち 
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