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由木西小学校

・学校特集（由木西小学校）

（地域運営学校）
〜140年の歴史と伝統のある学校〜
全校児童69名小規模校のよさを取り入れて、
広い学校林を活用した体験学習が
子ども達の豊かな感性を育み、
学力向上に結びついています。
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・平成 27 年度ピーポくんの家
キャンペーン
・第 5 ブロックPTA主催
イベント紹介
・第３回読書川柳コンクール
・スポーツ大会結果

読 書川 柳コンクール

今年度は第3回「読書川柳コンクール」を開催しました。テーマは「図書室（図書館）」。
各校選出作品から以下の句が優秀作品に選出されました。
■川柳表彰■
「児童の部」
・教育長賞
・校長会会長賞
・ＪＣ理事長賞
・優秀賞

橋本 龍之介（第一小）「パパとぼく 昭和と平成 つなぐ場所」
岡戸 紗希（船田小） 「虫図鑑 探す私は 本の虫」
柳井 智道（山田小） 「おとうとに えらんであげるね たのしいほん」
小暮
小宮
浅田
清水
成瀬

風歩（清水小） 「初恋は 図書館にいる 王子様」
美衣奈（美山小）「図書室で ままのおもいで わたしもさがすよ」
百香（元八王子小）
「この本は 君の未来を 変えちゃうよ」
葉乃（恩方第二小）
「としょしつで せんせいだけが かりてない」
葉瑠奈（中山小）「0円の 世界一周 図書室で」

「保護者・教職員の部」
師 宜倫（第四小）
「読むテーマ むかし恋愛 いま健康」
・市長賞
中川 利枝（城山小） 「本借りて 家まで待てない 帰り道」
・図書館部長賞
川元 泰史（恩方第一小）
「図書館で となりの人が 今は妻」
・小Ｐ連会長賞
新田 淑乃（弐分方小）「通勤の 電車は快適 マイ図書館」
・優秀賞
倉田 江美（散田小） 「図書室で 本読むふりして 君を見る」
茂木 浩子（横山第二小）
「いつからか 息子に「本」を すすめられ」
嘉門 克文（由井第一小）
「プロポーズ 本で調べた 花言葉」
那須 郁夫（由木西小）「図書館に 行ってるだけで 親、安心」

小学校PTA連合会主催スポーツ大会結果
主な年間の行事

秋の学校林自然観察会

・よく考え自ら学ぶ子
・最後までやりとげる子

年を振り返って﹂

学校教育目標

P

川島 弘嗣

みんなの願いや希望をのせて300個の風船をとばしました。

27

小 連会長

水泳強化週間

﹁平成

「由木Tシャツ」
を着て140周年式典に
参加する子ども達。（平成27年1月17日）

〜読書川柳コンクール開催〜
今年度、
第３回となる
「読書川柳コンクール」
には１万通
を超える応募をいただき、大変ありがとうございました。
今回は児童、
保護者教職員ともに
「図書室」
をテーマに川
柳を募集し、世代を超えて親と子をつなぐ川柳も多く寄
せられました。
「読書のまち八王子」
を推進する上で、
一定
の効果を上げることができたのではないかと感じます。
ご応募いただいた皆様、開催にご協力をいただきまし
た各校先生方・ＰＴＡ役員の皆様に御礼申し上げます。

■バレーボール大会結果■
バレーボール大会では、例年同様白熱した戦いが繰り広げられました。まるでプロ選手のようなプレーや
チームの協力、どれもすばらしいものでした。これからもみなさんの活躍に期待しています。

会員の皆様におかれましては日頃よりご理解・ご協
力をいただき︑
有難うございます︒
会長に就任して市内各ブロックを回らせていただき
ました︒
それぞれ地域の特色が有りますが︑
何処でも多
くの方が各事業に参加してくれており︑
うれしく思う
と同時に皆さんに
﹁やりがい﹂
を提供できているか自問
自答しております︒
これからも魅力のある小Ｐ連を目指して︑
皆様のお
力をお借りしながら取り組んでまいりたいと思います︒

由木Tシャツを着た運動会

（4）

・なかよく助け合う子

準優勝

優勝 上壱分方小学校

準優勝 横山第一小学校

第３位 大和田小学校

全 体 写真

■バドミントン大会結果■
今年は、参加数16チームで新たに参加したチームもありました。どの試合も熱戦で「来年こそは必ず勝ちます」との
チームも。皆ガンバレ。

準優勝

優勝 大和田小学校

第３位 船田小学校

準優勝 弐分方小学校

全 体 写真

■ソフトボール大会結果■
今年度は15チームがエントリー。決勝トーナメントには審判員を依頼。試合終了後汗とともにこぼれる清々しい笑顔はみんなカッコ良かった(*^^*)

準優勝

優勝 上壱分方小学校

準優勝 第十小学校

第３位 陶鎔小学校

全 体 写真

音楽集会

「全人教育を実現する学校」
子ども達は自然にふれ合い、様々な人たちと関わり合いながら多様な体験活動をたっぷりと行っています。人
間としての五感が磨かれ、豊かな感性が育まれています。そしてその上に、生きて働く活用する学力を向上さ
せるため、小規模校だからこそできる、一人一人の個性や良さを伸ばす全人教育をめざしています。

石森市長に新年の表敬訪問をしてま
いりました。
これからも小Ｐ連として
保護者の声を届けていきます。

編集後記

今号では、
カラー印刷であることを活かし写真を多く掲載し、
見やすい記事になっていると思います。
多くの方が
興味を持っていただくことを期待しています。
写真や記事をいただいた会長を始めとした各学校ＰＴＡの皆様ご
協力ありがとうございました。
（由井第一小）
小P連だより第55号担当
第5ブロック：片倉台小・長沼小・横山第一小・由井第一小・由井第三小・由木東小・由木西小
（順不同）
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平成27年度 各ブロック
ピーポくんの家 キャンペーン

片倉台小学校

長沼小学校

由井第一小学校

由木西小学校

ピーポくんの家防犯キャンペーンは子供たちが安心して生活
できる地域社会を目指し、
多くの方からご協力いただいていま
す。
今後ともよろしくお願いいたします。

第１ブロックキャンぺーン １0月1８日
八王子みずき通り商店街

[ＰＴＡ資源回収]
片倉台小学校では自治会と共同で資源回収を実施し、
収
益金は入学、
卒業祝い品などに役立てています。
子どもたちは授業で
「混ぜればゴミ、
分ければ資源」
と学ん
でいます。
ＰＴＡで改修したリサイクルハウスは空き缶の回収場所とし
て、
子どもたちも家庭から空き缶を持参してくれています。

由井第三小学校

「ボードひっくり返しゲーム」
自分のチームの色にボードをひっくり返すと 伝統ある赤レンガの門の近くにある
は20年前にPTAや地
いうシンプルなゲームですが、
参加しやすい 「じゃぶじゃぶ池」
域の先輩方が力を合わせて、
児童たち
ゲームであり、
子供も大人も楽しい時間を過
に贈ってくれたものです。
一昨年復興
・
ごしました。
再生し、
以降児童たちと力を併せて感謝
の気持ちをこめて清掃しています。

合同イベント

第２ブロックキャンぺーン １１月８日
やまゆり館まつり
「夕涼み会」
学校林で採取した竹を利用して、
流しそうめんをしま
した！子供達は大喜びでした！そうめん以外にもブ
ルーベリーなども流れました
（笑）

由木東小学校
長沼小・由井一小・打越中による三校合同ふれあいフェスティバルを開
催。
各校のＰＴＡがみんなで協力してゲームと屋台を運営。
たくさんの子
どもたちが遊びに来てくれました。

第4ブロックキャンペーン １１月２１日
八王子いちょうまつり

横山第一小学校

子どもたちの展覧会に合わせて、
ＰＴＡガーデニングボ
ランティアが植え込みと昇降口を装飾しました。

第３ブロックキャンペーン １０月２５日
恩方市民センター

「横一お楽しみ会」
PTA特別委員の方が6月から企画・準備をして11月に開催される横一小の文化祭
委員の方、
係りの方、
先生方、
地域の方、
児童館、
近隣大学の学生サークルそれぞれが遊び
や工作ブースを作って子どもたちを楽しませてくれます。
体育館では卓球教室、
家庭科室で
は親子クッキングを開催。
お楽しみ会最後の先生方によるマジックショーや楽器演奏、
漫
才、
バンドは必見です。

毎年恒例のおやじ会、PTA
主催の
「あおぎり祭」
が行わ
れました。
今年は721人の参
加者で大盛況でした。
校庭では食べ物販売、体育
館等では子供が参加できる
工作など10種類の催しを行
いました。

第５ブロックキャンペーン １０月１８日
京王線北野駅前

