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子どもを育てる』

なりたい自分を目指して努力する２学期に！
校長

鈴木

政信

記録に残る長雨の夏，いかがお過ごしだったでしょうか。梅雨明け後からずっと雨が続
き，子供たちが楽しみのプールもしばらくお預けとなってしまいましたが，大きな事故や
けがもなく安全に過ごせた夏休みであったことが何よりでした。保護者の皆様，地域の皆
様の御支援・御協力に改めて感謝申し上げます。
本日の始業式で子供たちに話したのは以下のような内容です。
※講堂が工事中のため，終業式同様，校内放送による始業式にしました。
長かった夏休みが終わり２学期がスタートしました。夏休みは楽しかったですか。たくさんの発見や感動
のある夏休みになったことと思います。ぜひ友達や先生にたくさんお話しして，その発見や感動を一緒に味
わってほしいと思います。
今年も甲子園での高校野球大会ではドラマが繰り広げられました。中でも校長先生が印象に残っているの
は，仙台育英高校と大阪桐蔭高校の試合です。仙台育英高最後の攻撃，９回裏ツーアウト。センター前ヒット
でつないだ後，ショートゴロで万事休すかと諦めた直後にセーフとなり満塁。最後はセンター越えの２塁打
で逆転して奇跡的な勝利となりました。最後まであきらめてはいけないことを改めて学びました。
もう一つ。準優勝した広陵高校の捕手・Ｎ選手。史上初めて甲子園で６本のホームランを打ったすごい選
手でした。広陵高校に入学したころは，自分よりうまい捕手はいないとうぬぼれていたようですが，先輩た
ちの態度や練習ぶりを見てショックを受け，練習に練習を重ねてあんなにすごい選手になったのです。努力
は結果を示すことを学びました。
さて２学期は１年で一番長い学期です。この始業式が終わったら，教室で勉強や生活について一人一人目
標を考えると思います。ぜひ，なりたい自分を目標に挙げてください。「挨拶は誰にも負けない素敵な自分」
「漢字を制覇した素敵な自分」「毎日，人のためになることを３つ以上する素敵な自分」「とにかくクラスを
楽しくするための仕掛けを考えて実行する素敵な自分」など，２学期の終わりに，どんな自分になっていた
いかを想像して目標を決めてほしいと思います。そして，野球の高校生のように，目標に向かって努力する
こと，あきらめずにやり抜くことが大切です。初めに立てた目標がクリア出来たら，次の目標を立てましょ
う。いつでも，どんな自分になりたいのか，どんな自分にしたいのかを意識して取り組んでほしいと思いま
す。チャレンジです。
今の自分を，自分から変えていきましょう。変わるということは成長したということです。１学期以上に，
一人一人のがんばりがいろいろな場面でたくさん見られることを楽しみにしています。

２学期もさまざまな教育活動を展開してまいります。子供たち一人一人が毎日の成長を確かに感じら
れるように，職員一同，指導・支援してまいりますので，どうぞよろしくお願いいたします。

転入生紹介

～よろしくお願いします～

小町 澄晴(こまちすばる)君 ２年１組
仙台市立 中山小学校より

２名の男子が転入してきました。２学期から
大曲小の全校児童数は，２７１人になります。
太田 才智(おおたさいち)君 あすなろ２組４年
青森県つがる市立 車力小学校より

８・９月の行事予定
８／２８（月）
第２学期始業式
全校４時間限
９／４（月）
業前縦割りタイム
代表委員会
１１（月）
防災の日
避難訓練（昼休み）

１８（月）
敬老の日

２５（月）

２９（火）
発育視力測定
５・６年
ALT５・６年
５（火）
ALT５年
SC 末永先生来校
１２（火）
２ の 日 （ 挨拶 運 動 ）
低学年
プール納め（業前）
ALT５・６年
１９（火）
ALT５・６年
SC 末永先生来校
生活アンケート実施
２６（火）
ALT５・６年

３０（水）
発育視力測定
３・４年
６（水）
お話のはなたば
（あすなろ学級）
修学旅行 ６年
１３（水）
お話のはなたば
（６年２組）
＊PTA 本部役員会
18：30～
２０（水）
お話のはなたば
（１年１組）
２７（水）
お話のはなたば
（あすなろ学級）

３１（木）
発育視力測定２年
委員会活動
集金日
７（木）

９／１（金）
朝会 ４年校外学習
発育視力測定１年
＊PTA 広報部会
８（金）
６年：１時間遅れ登校

１４（木）
開校記念日
（開校記念集会）
クラブ

１５（金）
児童集会
３年校外学習

２１（木）
委員会活動
※放課後子ども教室

２２（金）
２の日（挨拶運動）
６年１組

２８（木）
集金日 ALT３・４年
クラブ見学

２９（金）
朝会
ALT１・２年
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《お知らせ》
その１ 支援員増員
○佐々木 祐子
（ささきゆうこ）さん
2 学期から教室に入って子ども
たちの学習支援にあたってい
ただきます

その２ 学習参観 12/１
４ 月 当 初 ， 学 習 参 観 を 11 ／
30(木）に予定しておりました
が，市内の学校の行事との関係で
１２／１（金）に変更となります。
ご迷惑をおかけしますがよろし
くお願いします。

