
  
 

 
    

    

     夏こそ“早寝・早起き・朝ごはん”の継続を！ 

 

4 月 7 日の始業式・入学式以降、大変あわただしい毎日でした。大多数の生徒にとっては、

緊張しつつも充実した 1 学期を過ごせたのではないかと思います。保護者の皆様からのあた

たかいご支援により、1 学期を無事終了させていただきました。心よりお礼申し上げます。 

1 学期を振り返ってみますと、3 年生は修学旅行、2 年生は職場体験、1 年生は自然教室が、

一番大きな行事だったのではないかと思います。“自分づくり、仲間づくり、思い出づくり”

のきっかけになる取組ができました。ちょっぴりたくましくなったお子様の様子がとてもま

ぶしく、頼もしく感じられた保護者の方も、多数みえたのではないかと思います。   

 

明日から 44 日間の夏休みがスタートします。成長できる夏休みです。“早寝・早起き・朝 

  ごはん”を心がけ、やりたいことをする時間、やらなければいけないことをする時間のメリ 

ハリをきちんとつけて、充実した夏休みを過ごしてほしいと思います。 

 

最後に、今年の夏も、各地で花火大会や夏祭りが

予定されています。事件・事故にくれぐれも巻き込

まれないよう、ご家庭でもお子様としっかり話し合

っていただき、ご注意いただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

 9 月 1 日（月）2 学期始業式には、一段とたくま

しくなった姿を見せてほしいと思います。 

 

 

 

 

 

７月１７日(金)６限目、生徒会役員の司会・進行のもと、壮行 

会を開催しました。 

各部のキャプテンから全校生徒に向けて、中体連地区予選大会 

に向けての意気込みをアピールしてもらいました。生徒会長の清 

水さんからは、「精一杯力を出しきってください」と挨拶があり、

次に、校長先生からは、「顧問の先生や保護者の思い、仲間の思    〔野球部による紹介〕 

いを汲み取って、がんばってほしい」と励ましの言葉がありました。 

地区予選の試合日程等につきましては、各クラブから地区大会の「組み合わせ表」が出ておりま 

す。ご都合のつく範囲内でお子様の応援に行っていただけますと、大変ありがたいです。よろし 

くお願いいたします。 

平成26年７月１８日（金） 
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校 長 室 か校 長 室 か校 長 室 か校 長 室 か らららら    

中体連三泗地区予選大会に向けた壮行会を開催！ 
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日 時：平成２６年７月３１日

場 所：四日市市文化会館

時 間：９：３０～１１：３０

入場料：無料

内内内内    容容容容        

特別支援教育講座①

  子どもたちが社会人・職業人として自立するために

行うべき

うか。

豊富な経験と実践をお持ちの講師先生といっしょに

携について

  

   

※こちらは、事前申込みは必要ありません。当日、会場受付にて、参加申込みをお願いします。
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   ※こちらは、申込みが必要です。

申込みについては、別途ご案内いたしました「四日市こども科学セミナー」パンフレットや

四日市こども科学セミナー
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時：平成２６年７月３１日

所：四日市市文化会館

間：９：３０～１１：３０

入場料：無料(事前申し込み不要

        ●幼稚園の取り組み実践報告（羽津幼稚園、四日市幼稚園）●幼稚園の取り組み実践報告（羽津幼稚園、四日市幼稚園）●幼稚園の取り組み実践報告（羽津幼稚園、四日市幼稚園）●幼稚園の取り組み実践報告（羽津幼稚園、四日市幼稚園）

●講演●講演●講演●講演    

子どもたちの生活習慣のさら

などをご講演

特別支援教育講座①

「豊かなくらしの実現に向けた学校・家庭・地域の連携と支援」

子どもたちが社会人・職業人として自立するために

行うべきなのでしょうか。

うか。 

豊富な経験と実践をお持ちの講師先生といっしょに

携について考えてみましょう。

【講師】

   

      日 時

場 所

※こちらは、事前申込みは必要ありません。当日、会場受付にて、参加申込みをお願いします。

四日市こども科学セミナー【パート４】

「JAXA 平林久先生と学ぶ「

 ～宇宙の始まりから宇宙の果てへ～
ＪＡＸＡの最新ミッションや解き明かされる宇宙のなぞ

・「はやぶさ２」について

・「宇宙の始まりと果て」について
 
【講師】

     

日 時

    場 所

※こちらは、申込みが必要です。

申込みについては、別途ご案内いたしました「四日市こども科学セミナー」パンフレットや

四日市こども科学セミナー

       公式ホームページ
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保護者の皆様も受講できます！

時：平成２６年７月３１日(木

所：四日市市文化会館 第３ホール

間：９：３０～１１：３０     

事前申し込み不要)
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    演題「子どもの生活リズム向上のために」演題「子どもの生活リズム向上のために」演題「子どもの生活リズム向上のために」演題「子どもの生活リズム向上のために」

子どもたちの生活習慣のさら

などをご講演していただきます。

特別支援教育講座① 

「豊かなくらしの実現に向けた学校・家庭・地域の連携と支援」

子どもたちが社会人・職業人として自立するために

なのでしょうか。また

豊富な経験と実践をお持ちの講師先生といっしょに

考えてみましょう。

【講師】 元愛媛大学教育学部

時  ７月３１日（木）

所  文化会館

※こちらは、事前申込みは必要ありません。当日、会場受付にて、参加申込みをお願いします。

四日市こども科学セミナー【パート４】

平林久先生と学ぶ「

～宇宙の始まりから宇宙の果てへ～
ＡＸＡの最新ミッションや解き明かされる宇宙のなぞ

・「はやぶさ２」について

・「宇宙の始まりと果て」について

【講師】 ＪＡＸＡ名誉教授

時  ８月１２日（月）

所  文化会館

※こちらは、申込みが必要です。

申込みについては、別途ご案内いたしました「四日市こども科学セミナー」パンフレットや

四日市こども科学セミナーHP
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保護者の皆様も受講できます！
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第３ホール 

     講師講師講師講師
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演題「子どもの生活リズム向上のために」演題「子どもの生活リズム向上のために」演題「子どもの生活リズム向上のために」演題「子どもの生活リズム向上のために」

子どもたちの生活習慣のさらなる向上に向けて、家庭や教育・保育現場で「できること」

していただきます。

 

「豊かなくらしの実現に向けた学校・家庭・地域の連携と支援」

子どもたちが社会人・職業人として自立するために

また、学校・家庭・地域では

豊富な経験と実践をお持ちの講師先生といっしょに

考えてみましょう。 

元愛媛大学教育学部

７月３１日（木） １４：００～１６：００

文化会館 第 2 ホール

※こちらは、事前申込みは必要ありません。当日、会場受付にて、参加申込みをお願いします。

四日市こども科学セミナー【パート４】

平林久先生と学ぶ「

～宇宙の始まりから宇宙の果てへ～
ＡＸＡの最新ミッションや解き明かされる宇宙のなぞ

・「はやぶさ２」について 

・「宇宙の始まりと果て」について

名誉教授 平林

８月１２日（月） １４：００～１５：３０

文化会館 第１ホール

※こちらは、申込みが必要です。 

申込みについては、別途ご案内いたしました「四日市こども科学セミナー」パンフレットや

HP をご覧いただき、往復はがき、またはメールにてお申込みください。

http://www.y-
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保護者の皆様も受講できます！
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演題「子どもの生活リズム向上のために」演題「子どもの生活リズム向上のために」演題「子どもの生活リズム向上のために」演題「子どもの生活リズム向上のために」

なる向上に向けて、家庭や教育・保育現場で「できること」

していただきます。    

「豊かなくらしの実現に向けた学校・家庭・地域の連携と支援」
 

子どもたちが社会人・職業人として自立するために、

学校・家庭・地域では

豊富な経験と実践をお持ちの講師先生といっしょに子どもたちへの支援そして学校・家庭・地域の連

元愛媛大学教育学部 教授 上岡

１４：００～１６：００

ホール 

※こちらは、事前申込みは必要ありません。当日、会場受付にて、参加申込みをお願いします。

四日市こども科学セミナー【パート４】 

平林久先生と学ぶ「四日市発！宇宙への旅

～宇宙の始まりから宇宙の果てへ～
ＡＸＡの最新ミッションや解き明かされる宇宙のなぞ

・「宇宙の始まりと果て」について 

平林 久  

１４：００～１５：３０

第１ホール 

申込みについては、別途ご案内いたしました「四日市こども科学セミナー」パンフレットや

をご覧いただき、往復はがき、またはメールにてお申込みください。
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なる向上に向けて、家庭や教育・保育現場で「できること」

「豊かなくらしの実現に向けた学校・家庭・地域の連携と支援」
 
、小学校や中学校ではどのようなキャリア教育を

学校・家庭・地域では、どのような力をつけるのが望ましい

子どもたちへの支援そして学校・家庭・地域の連

上岡 一世  

１４：００～１６：００ 

※こちらは、事前申込みは必要ありません。当日、会場受付にて、参加申込みをお願いします。

四日市発！宇宙への旅

～宇宙の始まりから宇宙の果てへ～ 
ＡＸＡの最新ミッションや解き明かされる宇宙のなぞ

１４：００～１５：３０ 

申込みについては、別途ご案内いたしました「四日市こども科学セミナー」パンフレットや

をご覧いただき、往復はがき、またはメールにてお申込みください。

kagaku.com/ 
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保護者の皆様も受講できます！
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なる向上に向けて、家庭や教育・保育現場で「できること」

「豊かなくらしの実現に向けた学校・家庭・地域の連携と支援」

小学校や中学校ではどのようなキャリア教育を

どのような力をつけるのが望ましい

子どもたちへの支援そして学校・家庭・地域の連

   

※こちらは、事前申込みは必要ありません。当日、会場受付にて、参加申込みをお願いします。

四日市発！宇宙への旅」 

ＡＸＡの最新ミッションや解き明かされる宇宙のなぞ 

申込みについては、別途ご案内いたしました「四日市こども科学セミナー」パンフレットや

をご覧いただき、往復はがき、またはメールにてお申込みください。
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保護者の皆様も受講できます！ 

中西中西中西中西    良文良文良文良文    

なる向上に向けて、家庭や教育・保育現場で「できること」

「豊かなくらしの実現に向けた学校・家庭・地域の連携と支援」

小学校や中学校ではどのようなキャリア教育を

どのような力をつけるのが望ましい

子どもたちへの支援そして学校・家庭・地域の連

※こちらは、事前申込みは必要ありません。当日、会場受付にて、参加申込みをお願いします。

申込みについては、別途ご案内いたしました「四日市こども科学セミナー」パンフレットや 

をご覧いただき、往復はがき、またはメールにてお申込みください。
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    先生先生先生先生    

なる向上に向けて、家庭や教育・保育現場で「できること」

「豊かなくらしの実現に向けた学校・家庭・地域の連携と支援」 

小学校や中学校ではどのようなキャリア教育を

どのような力をつけるのが望ましいのでしょ

子どもたちへの支援そして学校・家庭・地域の連

※こちらは、事前申込みは必要ありません。当日、会場受付にて、参加申込みをお願いします。 

をご覧いただき、往復はがき、またはメールにてお申込みください。 

（案内）（案内）（案内）（案内） 

なる向上に向けて、家庭や教育・保育現場で「できること」

小学校や中学校ではどのようなキャリア教育を

のでしょ

子どもたちへの支援そして学校・家庭・地域の連


