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校長

速水実子夫

新たな出発
４月に赴任して早くも３ヶ月が経ちました。その間、もうすでに地域や老人会など、多くの方々
にお世話になり、学校も平成１７年度の教育活動が順調に進み始めました。
PTA の会員の方々には、資源回収でずいぶんお世話になりました。私にとっては、皆様の「何
とか学校に役立ててもらおう」という意気込みを感じた大きな行事の一つでした。ありがとうご
ざいました。
さて、雲浜小の児童たちはとてもエネルギッシュで活動的です。この児童のパワーを今後の教育
活動に生かし、すばらしい学校を目指したいと考えています。皆様方の温かいご理解とご支援を
よろしくお願いいたします。
また、学校にお越しの時には気楽に校長室をのぞいて頂ければ幸いです。今年度１年間よろしく
お願い申し上げます。

PTA 会長

西田雅志

PTA 会員の皆様並びに地域の皆様方には、日頃より PTA 活動にご理解・ご協力を賜りまして
誠にありがとうございます。心より感謝申し上げます。
さて、近年、子供たちを取り巻く環境は大きく変化し、予想もしていないところで子供たちの
力ではどうにもできない事件、事故が全国的に多発しています。他の地域での出来事と甘く考
えている状況ではなくなってきていると感じます。
子供たちが学校の内外で健やかに楽しく過ごしてほしいと願っているのは、皆様全員だと思い
ます。安心して学校生活を過ごし、のびのび育ってもらうよう PTA と地域の皆様との連携を
強化し、またご協力をいただきながら子供たちの成長を見守っていこうではありませんか。
雲浜小 PTA は『明るく・楽しく・元気よく』をモットーに活動しております。新役員一同、
力を合わせ活動していきますので、一年間よろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ
（1〜2 雲

クラス紹介
2 浜〜3 4〜5

6・ひまわり

）

学校の話題（中庭の生きもの達）
PTA 近況 PTA 活動 Q&A 職員紹介
PTA 活動や写真・記事等は、雲浜小学校ホームペ
ージでも、御覧いただくことができます。
http://edu.city.obama.fukui.jp/unpin/
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1 年 雲 組
友だちとのおしゃべりが大好きな子どもたち。朝から教
室はとってもにぎやかです。朝の会のスピーチコーナー
では、楽しいお話をしてくれて、一日がにこやかにスタ
ートします。勉強も難しくなってきましたが、がんばっ
ています。

1 年 浜 組
朝からとてもにぎやか。外遊びがすきで、木の実を見つ
けたり、カニをつかまえたり…元気いっぱいの子どもた
ちです。教室では、読んだり、書いたり、発表したり、
はりきっています。あさがお、ひまわり、コスモスが咲
くのを楽しみにしています。

大きなお芋が
取れますように。
(1 年生)

おじいちゃん
おばあちゃん

児童集会

長生きしてね。

真剣に聞いて

(2 年生)

ます。
(1・2 年生)
はじめての
参観日。
みんなドキドキ！
(1 年生)

2 年 雲 組
２階の教室になり、ちょっぴりお兄さん、お姉さん気分
の子どもたち。自分の野菜とマリーゴールドの鉢、そし
てさつまいも畑の水やりに、朝は大忙しです。でも、そ
の後の朝読書も大好きで、いつもはにぎやかな２雲の教
室も、しいんと静まりかえります。
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2 年 浜 組
新しい友だちも加わって２８名、みんな仲よしです。３
つの水やりは大変だけど「育てている野菜に花がさい
た」とよろこんで、実のなるのを楽しみにしている子ど
もたちです。
長さをはかったり筆算をしたり、町たんけんにいった
りと新しいことにドキドキワクワクする毎日です。

3 年 雲 組
新しい仲間と毎日元気爆発。笑顔があふれる楽しいクラ
スです。はじめてのことがいっぱいの３年生。わくわく
ドキドキ大忙しの子どもたち。ホウセンカ、枝豆の観察、
楽しい係活動、ミラクルボックス・・・・３雲みんな力
いっぱいがんばっています。

3 年 浜 組
最近、昼休みの「みんな遊び」が楽しくなってきたよう
です。みんなで遊ぶのがうまくできないときが長く続き
ましたが、学活で話し合いを重ねて、ようやくここまで
きたという感じがします。
「自分がやる。自分でやる。」を合い言葉に、一人一
人が知恵を出し合い、楽しい学級になるように見守って
あげたいと考えています。
お母さんに
いいところ

定置網でたくさん魚

見せたいな。

がとれるんだね。

(3 年生)

(４年生)

大豆をまき
ました。早く
食べたいな。
(3 年生)

焼き鯖作り
学校中にいい香りが
しました。(４年生)
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4 年 雲 組
名前を見なくても誰のノートかすぐ分かっていたのに、
最近は？？？みんな字が上手くなったね。学級園の野菜
のように、子ども達は日々成長。心も頭も体も、しっか
りたがやすぞ。

4 年 浜 組
巣でずっとたまごを温め続ける母さんとんびと窓から
顔を合わせ、その大変さと子への深い愛情を感じながら
活動が始まった４浜の子どもたち。ふるさとの自然、人、
ものとの心の通い合いを大切にしながら、自分なりの気
づきや思いを素直に表現し合い、力いっぱいがんばるこ
とができる仲間です。

5 年 雲 組
毎日の授業、遠足、海の学習、命の学習、音楽会、プー
ル学習とあわただしい中でも、日々たくましく成長して
いる２６人です。初めての遠泳を泳ぎきることが１学期
最大の目標です。

5 年 浜 組
高学年の仲間入りをした２７人。委員会活動や通学班で
はよきリーダーになれるようにはりきっています。また
赤ちゃんだっこ体験から、命の大切さを学び、毎日の生
活に役立てようとがんばっています。
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6 年 雲 組
クラス替えもなく、みんなの結束力はばっちりです。
『最
高学年として卒業めざしてＢｅｓｔをつくそう！』の学
級目標のもと、雲浜小学校をリードしていきたいと思い
ます。最高の卒業式を目指して…。

6 年 浜 組
６年生になり、リーダーとしての自覚が出てきました。
小学校生活最後の１年間をみんなで力を合わせ、よい思
い出をたくさん作っていきたいと思います。みんなはり
きっています。
プール掃除！！
水泳の授業が始まりま
す。(6 年生)

小浜市小中音楽会(5 年生)

赤 ちゃ んをだ っ
こしました。
「命の授業」より
(5 年生)

集団下校
下級生をま
とめて、安全
確認！
(6 年生)

ひまわり教室
活動の中で出会う子どもたちの笑顔は、最高にかわい
く、貴く感じられます。これからもたくさんの笑顔に出
会いながら、子どもたちの中にある宝物をワクワクしな
がら一緒に見つけていきたいと思います。

教頭

大森和良

目の前の子ども達から出発して、子どものサイズに合った学校にしてやりたいと思います。
まずは「とんびの赤ちゃん」を教材にして「いのちのコンサート」で子どもからスタートし
ました。時代がスピードをあげて豹変していきますが、流行と不易を見極め、雲浜のよさ、
雲浜の子どもたちの良さを大事にしたいですね。地域に開かれた学校にしていくために、
日々の子どもたちの様子を紹介・発信するホームページの充実などにも取り組み、PTA の
皆様と共に元気な子ども応援団になりたいですね。
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うさぎが来ました。

学校の中庭には、小さな生きものがたくさんいます。
やさしい表情ときれいな色で、みんなをいやしてくれます。

ウサギは５月下旬に学校にやってきました。
（６羽）日中は中庭で元気に動き回り、夜にな
るとカゴにもどります。自然委員会の児童を中
心に世話をしていますが、２学期からは１・２
年生が、生活科の学習を関連づけて、大切に育
てていきます。
人権の花は、今年度から始まった取り組み
で、全校の児童が花の栽培を通して、思いやり
の心を育むことを目指しています。

資源回収 5 月 22 日
資源回収奨励補助金 ¥140,385 となりました。

一部は 11 月 13 日の
「ふるさとまつり」
古本市に出品されま
御覧の通り、沢山集まりました。当日はベルマーク収集

す。

でも伺っています。御協力ありがとうございました。

小学校前庭・築山の清掃・整備 6 月 1 日
雲浜地区・老人会および高齢者スポーツ教室の方々
が、小学校の前庭や築山をきれいにして下さいまし
た。
他にも、畑や水田の整備、焼きさばや定置網等、
地域の皆様、御協力ありがとうございました。

自由参観日・命のコンサート 6 月 22 日

お世話になりました
よもぎつみ
大豆豆植え
前庭・築山清掃
稲栽培
うさぎ
定置網
焼きさば 等

モーターカーを走らせよう

国語
上手に読
めたかな。

子供達が大きくなった頃には、
現在のレシプロエンジン車は過
去のものになっているのだろう
か？

命のコンサート 体育館
子供達の発表
とんびの赤ちゃんの感想
赤ちゃんダッコ体験
金子みすず・詩の朗読
焼きさばの詩・朗読
5 年生・ミニ発表会

さとうちえさん
西口善之さんによる
命のコンサート
翼をください
わたしと小鳥とすずと
鳥になりたい
他

分数・少数の計算
式。正しく説明で
きました。
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PTA って何をやっているのかよくわからない。いろいろな委員会があるけど、
役割が見えてこない。そんな疑問にお答えします。
現在、PTA 活動は５つの委員会を軸に年間活動計画に沿って運営
されています。学校と家庭が協力して、子供達のためによりよい環
境を作り上げていくことが大切であると考えています。また PTA 活
動を通じて新たな発見をしたり、親として子供と一緒に成長できた
らいいなという気持ちを込めて活動しています。各委員会の仕事内
容と活動にあたってのお願いを委員長に聞きました。

Ｑ１ 今年の「雲浜フェスティバル」は
どのような内容を計画していますか。
Ａ１ 現在、交流委員会でどのような種目を行うかいろい
ろと検討しています。種目数は昨年同様、およそ１０種目
を考えています。当地で話題性のある活動や特色のある団
体をピックアップして新種目を探っているところです。ま
た、過去の種目の中でも好評であったものは、今年なりに
アレンジしてとりあげてみようと考えています。
交流委員長

Ｑ２ どのようにして講師を探すのですか。
Ａ２ 種目によっては、自ずと講師が決まってくるものも
ありますし、そうでないものもあります。主に手作り的な
講座ですので、委員会メンバーも講師のような感じで奮闘
する場面もあります。また、当日はご父兄の皆様にも子供
たちといっしょに指導したりされたりと、楽しんでいただ
きたいと思います。
Ｑ３ いつごろから「雲浜フェスティバル」の準備を始
めるのですか。
Ａ３ １学期中は種目の選定をやっております。２学期は
じめには決定し、皆様に発表いたします。そして、１０月
に希望アンケートをとります。人数的な制限で第１希望に
いけないこともあるかもしれませんが「残り福やった」と
思っていただけるよう、各種目ともがんばって企画いたし
ますので、よろしくお願いいたします。
それでは１１月２７日「雲浜フェスティバル」でお待ちし
ています。

ベルマーク委員長

Ｑ１ ベルマークの点数がた
くさん集まったら、今度は何を

購入する予定ですか。
Ａ１ ベルマーク収集運動により、学校設備品の購入を行
っています。学校設備品となると、かなりの高額になるた
め、１年間の収集分では、購入は難しく、約３年間の収集
分で購入しているというのが現状です。昨年度が購入の年
であったので、今年度より約３年間は貯蓄の年となります。
それで現時点では、次回の購入物品はまだ決まっておりま
せん。
資源回収時も収 集
しています。

Ｑ２ ベルマーク収集に際して、特にご家庭で守ってい
ただきたいことは何ですか。
Ａ２ 今年度も１年間を通してベルマーク収集運動を行
っておりますので、各ご家庭で収集にご協力いただきます
ようお願い申し上げます。各ご家庭にお配りしましたベル
マーク収集のお願いのお便りにも図で記載させていただ
きましたが、切り取っていただく際には、ベルマークの枠
から少し大きめに切り取っていただきますようお願いい
たします。１枚でも無駄なく有効に活用させていただきた
いので、よろしくお願いいたします。

Ｑ１ 夏の奉仕作業では、特にど
んな仕事に力を入れたいですか。
Ａ１ 今年は台風の影響もあって、例年以上に学校の周り
の溝にたくさんのゴミがたまっているようなので、昨年よ
りも側溝掃除の人数を増やしたいと考えています。

環境安全委員長

Ｑ２ プール監視当番をするときに、子供達に気をつけ
てほしいことは、ありますか。
Ａ２ 子供達には、水の中での悪ふざけやプールサイドを
走ったりすることが、どんなに危険なのか、楽しいプール
が怪我をしたことで、楽しくなくなったり、一歩間違えば
命に関わることがあるということを一番に理解してもら
い、みんな仲良く楽しんでもらいたいと考えています。
Ｑ１ バザーの品物はどのような
ものを出せばいいのですか。
Ａ１ 家庭の中で不要になった日用品、衣類、タオル、本
など、気軽に御提供願えばよいかと思います。また宣伝方
法、品物の回収方法についても今後考えていきたいと思っ
ていますので、よろしくお願いします。

資金研究委員長

Ｑ２ １０月の資源回収にむけて、どのような点に注意
すればよろしいですか。
Ａ２ ５月に行われました資源回収では、大変お世話にな
りありがとうございました。心配していました資源の量も、
昨年春以上のたくさんの量を回収させていただくことが
できました。しかし６月より小浜市による定期回収が始ま
るため、１０月の資源回収は相当量の減量と予想されます。
子供たちの活動の費用を少しでも手助けできるように各
御家庭の皆様には、新聞紙・雑誌等を１０月の資源回収に
出していただきますようお願いいたします。

Ｑ１ 情報委員会は、どのようなことに
取り組んでいますか。
Ａ１ 情報委員会では、PTA 活動を、子
供達をはじめ、保護者の皆様、地域の皆様に広く発信して
いくことが大きな役割であると認識しております。このた
め、年２回の広報誌の発行、ならびに昨年度開設しました
ホームページの充実を図っていきたいと考えております。

情報委員長

Ｑ２ Web 版広報誌とは何ですか。
Ａ２ ホームページ上に掲示する広報誌です。紙面に制約
が無い、動画や音声をも同時に配信できる等のメリットが
あります。本年度は紙媒体と同じ考えでの編集方針として
いるため、所謂、ノーカット版であるとお考え下さい。

お世話になる先生、職員の方々です。
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速水実子夫 校長
母校に勤めることができること
を喜びとし、誠心誠意がんばりま
す。よろしくお願いします。

小堂志郎 教務主任
教員になって初めて１年生の授
業（体育）に入ることになりまし
た。
１年生の元気いっぱいのすご
いパワーに圧倒されています。こ
れから１年間でどのように成長
してくれるか楽しみです。
松宮雅美 １年浜組
元気な１年生とはりきっていま
す。ワイワイガヤガヤにぎやか。
朝からいろんなハプニングが起
こります。１つ１つが子どもたち
にとって貴重な体験です。仲良し
のクラスにしていきたいです。
関 祥恵 ３年雲組
体を動かすことが大好き！の子
どもたちと毎日対決です。かけっ
こ、逆立ち、鉄棒・・・まだまだ
負けないぞという気持ちを持っ
て、いつも笑顔で頑張ります。自
然と笑みがこぼれる温かい学級
にしたいです。
野村佳代子 ４年浜組
子ども達の柔らかい発想に導か
れ、
常に新鮮な感覚を持ち続けた
いなと自分に言い聞かせていま
す。

大道寿子 数学科少人数指導
どの子も伸びるよう、一人ひとり
にあった指導を心がけています。
「分かった」と笑顔を投げかけて
くれると嬉しいです。

畑田雄也 ６年雲組
雲浜小学校２年目を迎えました。
積極的に自分を出して、バリバリ
がんばりたいと思っています。最
高の卒業式を迎えられるように、
日々努力していきます。
堀田宮子 養護教諭
保健室に来室してくる子どもた
ちに「先生、何才？」と聞かれ、
毎日年齢を替えています。今年も
毎日楽しくふれ合っていきたい
と思います。
森松恵子 栄養職員
３年生と一緒に、春の遠足で阿納
まで歩きました。阿納まで歩けた
ことにちょっと自信が持てまし
た。
今年も楽しい給食ができるよ
う心がけたいと思います。
大政美枝子 給食調理補助
三回目雲浜小学校にお世話にな
ることになりました。初心にかえ
り、安全で、お美味しい給食を作
りたいと思います。明るく元気な
子供たちの成長を楽しみにして
います。

大森和良 教頭
「雲」は自由な気持ち。
「浜」は
広がる夢。
１０年ぶりに帰ってきました。か
けがえのない子ども達と命を大
切に考えていきたい。
竹中尚美 １年雲組
今年は雲浜小２年目。全校の子ど
もたちの顔と名前もずいぶん覚
えられました。子どもたちの「伸
びる力」を応援していけるよう、
がんばっていきたいと思います。

中川有紀 ２年雲組
子ども達といっしょに２年雲組
に進級できてとてもうれしいで
す。２階からの海のながめは最
高！子ども達と気持ちのよい毎
日を過ごしています。

清水順子 ２年浜組
明るく広い教室、海や船、鳥の
見えるすばらしいながめ。素直で
元気な子どもたちといっしょに
がんばっています。

辻井政士 ３年浜組
毎日、元気な３年生の笑顔と会え
て、とてもうれしいです。何でも
チャレンジしようといっしょう
けんめい勉強している子どもた
ちをはげましていきたいと思い
ます。

新谷佐知子 ４年雲組
念願の持ち上がり。時には強く叱
っていますが、子ども達の成長に
日々感動しています。心と体と頭
をしっかりたがやして、実りのあ
る１年にします。

岡本敏和 ５年雲組
１日１日を大切にし、３月の終業
式の日に「いいクラスだった」と
全員が言い合えるような学級作
りを目指していきます。

森下典子 ５年浜組
夕日の美しい学校。生き生きとし
た子どもたち。そんな中で１日１
日と若返っているような気がし
ます。これからも、子どもたちと
共に、成長し続けたいと思いま
す。

西島義信 ６年浜組
雲浜小で４年目になりました。６
年生の担任として、１年間がとて
も楽しみです。３月には卒業する
子どもたちの立派な姿に負けな
いように、今からがんばっていき
ます。
浦谷時生 事務職員
学校という場は、大変多くの人と
交流できる場です。自分自身のた
めにも一つ一つの出会いを大切
にできる人間を目指していきた
いです。
吉田和子 給食調理
雲浜小学校で４年目をむかえさ
せてもらいます。毎日子供達の
「ごちそうさまでした、おいしか
った」の声を聞き頑張っていま
す。これからもみんなに喜ばれる
給食を作れるよう心がけます。
鋸屋和美 給食調理補助
給食調理員として、初めてお世話
になります。子供達に喜んでもら
えるようがんばります。

岡 勝代 ひまわり教室
好きなのは『モモ』
『オリビア』
に加え、ガブリエル・バンサンの
言葉のない絵本『アンジュール』
と『たまご』
。そして、雲浜の子。

岸本真喜子 学校生活支援委員
４月からひまわり教室でお世話
になっています。先生方のお手伝
いとまではいかなくても、じゃま
をしないようにしたいと思って
います。
中瀬美智子 給食調理
雲浜小学校でお世話になって２
年目になります。
がんばっておい
しい給食を作っていきたいと思
います。

