
 

 

 

 

 

 

 

夏休みのチャレンジ（9/26 までの受賞 主なもの） 

 夏休みにがんばって取り組んだ作品等が入賞することで、たくさんの子どもたちが認め

られています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おめでとうございます！（次号以降も紹介していきます）  

校  報       多 治 見 市 立 滝 呂 小 学 校  
                    たくましく豊かに伸びる滝呂の子ども  
                                ～考えつくりだす子  はげましあう子  きたえる子～  

                                ４本柱「まんぞく授業」「いじめゼロ (大切な命 )」  

「さきがけあいさつ」「じょうぶな体」  

http://school.city.tajimi.lg.jp/takiro/ 
Ｈ３０．１０．１（月） 第７号 

 

多治見市科学作品展  

【金賞】西村 郁哉さん（１年） 

高橋 帆波さん（２年） 

西村  彩 さん（４年） 

【銀賞】高木 響心さん（１年） 

内山 桃花さん（２年） 

松本 優清さん（２年） 

石田 結理さん（２年） 

岡安 香保さん（４年） 

石田 志織さん（４年） 

加藤 颯真さん（４年） 

中村 俊哉さん（５年） 

松田 響生さん（５年） 

袋住 奈未さん（６年） 

多治見市発明くふう展  

【一般社団法人  岐阜県発明協会長賞】  

中岡 祐斗さん（６年） 

【中日新聞社賞】  

加藤 太陽さん（６年） 

【奨励賞】加藤 駿さん（４年） 

 

岐阜県交通少年団自転車安全大会  

【団体４位】滝呂小学校交通少年団 

【個人８位】西尾 昊さん（６年） 

 

多治見市市民水泳大会  

男子 2 年生以下 25ｍ自由型【優勝】 松嶋 嶺典さん（２年） 

男子 3・ 4 年生 25ｍ自由形  【優勝】 黒川 天雅さん（３年） 

男子 3・ 4 年生 25ｍ背泳ぎ  【優勝】 松嶋 奎典さん（４年） 

男子 5・ 6 年生 1 0 0ｍ 個 人 メ ド レ ー   【優勝】 堀江 匠未さん（６年） 

女子 5・ 6 年生 50ｍ平泳ぎ  【優勝】   小栗 知彩さん（５年） 

女子 3・ 4 年生 25ｍ自由形  【２位】 鈴村みゆきさん（３年） 

男子 3・ 4 年生 50ｍ自由形  【２位】 松嶋 奎典さん（４年） 

男子 5・ 6 年生 50ｍ背泳ぎ  【２位】 小林 大晟さん（５年） 

男子 5・ 6 年生 50 m バ タ フ ラ イ  【２位】 堀江 匠未さん（６年） 

女子 3・ 4 年生 50ｍ自由形  【３位】 鈴村みゆきさん（３年） 

男子 5・ 6 年生 50ｍ背泳ぎ  【３位】 永井 悠斗さん（５年） 

男子 5・ 6 年生 50 m バ タ フ ラ イ  【３位】 中岡 祐斗さん（６年） 

お皿のデザインコンテスト  

【入選】しば田ゆい花さん（３年） 

松田 響生さん（５年） 

梅田 楓花さん（６年） 

平成３０年度岐阜県火災予防作品展  

【岐阜県女性防火クラブ運営協議会長賞】  

久野 優菜さん（６年） 

第４０回多治見市火災予防作品展  

【佳作】  松嶋 嶺典さん（２年） 

吉田 佳保さん（６年） 

【入選】  市川 羽琉さん（２年） 

情熱いっぱいの運動会（9/23） 
 
短い練習期間の中で、自分との戦いに

に負けることなく、精一杯やりぬきまし

た。  

 

【競技の部優勝】白組  

【応援の部優勝】赤組  

音楽鑑賞会（9/26） 
 
 E テレの番組にも出演中のスギテツさ

んから、クラシックの魅力を楽しく教えて

いただきました。  

 演奏会の最後には、お二人の伴奏（ピア

ノ＆バイオリン）で校歌を歌いました。  

（お二人は校歌の楽譜初見でした！）  



１０・１１月の主な行事 

（下校時刻は下校時刻予定表をご覧ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『親育ちコラム』  

 

 

 

 

 
 

１０月  
１日（月）  スクールガードリーダー（ SGL）登下校見守り  

読み聞かせ（３年）  
２日（火）   クラブ  
３日（水）  ロング昼休み滝っ子遊びの日  

  ４日（木）  生活科見学（１年）  
 ５日（金）  前期終業式  
８日（月・祝）  体育の日  
９日（火）  後期始業式  

１１日（木）  いい命の日・いじめゼロの日  
      生活科見学（２年）  
      PTA 本部役員会  

１２日（金）  PTA 登校指導  
       児童会任命式  
       滝呂の名人さんに学ぶ（３年） 
１５日（月）  SGL 登下校見守り  

読み聞かせ（４年・やまびこ）  
教育実習（～１１／２）  

      挨拶で絆の日  
       歯科衛生巡回指導（５年）  
１６日（火）  委員会  
       スクールカウンセラー来校（午前）  
１８日（木）  社会科見学（４年）  
       笠原中職場体験受け入れ（～１９日）  
       検尿  
１９日（金）  歯科衛生巡回指導（１・３年）  
２２日（月）  SGL 登下校見守り  
２３日（火） 研究会のため午前授業・給食なし  
２４日（水）  PTA 下校指導  
２５日（木）  小学校音楽祭（６年：午後）  
２６日（金）  クラブ  
２７日（土）  授業参観・親育ち講演会  
２９日（月）  振替休業日  
３０日（火）  委員会  
３１日（水）  検尿（予備日）  
 

１１月  
１日（木）  PTA 登校指導  
２日（金）   滝っ子音楽会  

 ５日（月）  SGL 登下校見守り  
読み聞かせ（５年）  

６日（火）  クラブ  
7 日（水）  ロング昼休み滝っ子遊びの日  
      家庭学習強化週間（～ 11/9）  
８日（木）  社会科見学（５年）  

             検尿（予備日２）  
PTA 本部役員会  

１１日（日）  第 3 回資源回収  
６年親子奉仕作業  

１２日（月）  SGL 登下校見守り  
いい命の日・いじめゼロの日  
読み聞かせ（６年・かぜのこ）  

１３日（火）  委員会  
１４日（水）  就学時健康診断  
１５日（木）  社会科見学（６年）  
１６日（金）  命を守る訓練（不審者対応）  
       家族読書（～ 11/24）  
１８日（日）  資源回収予備日  
１９日（月）  SGL 登下校見守り  

読み聞かせ（１年）  
２０日（火） 図書館祭り（ PTA 家庭教育委員会主催） 
       クラブ  
２２日（木）  全校研究会（ 6 の 1 研究授業）  
２３日（金・祝）  勤労感謝の日  
２６日（月）  SGL 登下校見守り  

読み聞かせ（２年）  
２７日（火）  委員会  
２８日（水）  PTA 下校指導  
       児童集会  
２９日（木）  ５年自然の家合宿（～ 11/30）  

             勉強はインターレスト     教育推進課 

 
私がフランスへ行った際に出会った、シュベックという学生がいます。日本で偶然出会

った、民俗学者のプルネルさんが、「○日に、アンヴァリッドの塔の下に立っていたら、   

１２時きっかりに、シュベックという学生がやってくるから、パリを案内してもらいなさ

い」と手配してくれたのです。シュベックは、ウィーンから勉強しに来ていた学生でした。

私のへたくそな英語でも、何とか意思疎通ができました。  

いろいろ案内してもらって、「勉強の時間だから、そろそろ帰らなきゃいけない」と言

うので、「勉強はインポータント（大切）だから、行きなさい」と別れたところ、しばら

く行って、シュベックが戻ってきて、「勉強はインポータントではなく、インターレスト

（おもしろい）なんだ」と私に言いました。私はすぐに、「ああ、そうか。はずかしいこ

とを言ったな」と思いました。そして、「ああ、勉強はインターレストなんだ」と深く思

ったのです。  

（安野光雅 著 「かんがえるこども」より）  


