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【第二部 畑倉小学校沿
動 グリグリ体操
女九一 計一七九名
十七日 朝のマラソン ○本校教育目標
革誌】の続き…
正しく生きぬく子ども
昭和五十一年度
開始
・よい子 自主性
○本年度校内研究テーマ
一月十日 なわとび
・じょうぶな子 健康
特別活動を通して自主
大会
・できる子 実践力
性豊かな人間づくり
三月四日 なわとび大会
自主性豊かな人間づくり
○在籍児童数 男八十四
○経営の概要
女九十四 計百七十八名 昭和五三年度
四月三日 学級開き
○本年度経営方針
○経営の概要
一五日 ＪＲＣ登録式
四月六日 ＰＴＡ歓送 一、児童の理解を深める
七月一八日 林間学校
・一人一人の子どもを
迎会
二月二六日 交通少年
多面的につかむ
二十三日 一・二年生
団結団式
・自主性、主体的な子
水ぼうそうの流行のた
三月二日 なわとび大会
どもを育てる
め学級閉鎖
三〇日 マラソン大会
・個人生活集団生活に
二十六日 愛校作業
対する基本的態度の育成
五月十六日 親子歩け
昭和五四年度
歩け大会 ＰＴＡ奉仕 二、体力づくりを通して
○在籍児童数 男九〇
保健安全教育を推進
作業
女八九 計一七九名
する
七月十七日 全校レク
〇経営の概要
・特別活動、教科体育、
集会
五月二二日 子ども自
業間体育を通して子ど
一月十七日 風邪のた
転車大会
もの体力づくりを図る
め特別編成授業
六月三〇日 歩け歩け
・健康、給食を通して
三月五日 防災訓練
大会実施
望ましい保健、給食の
八月一七日 全校召集
昭和五十二年度
習慣化を図る
ラジオ体操コンクール
○本年度校内研究テーマ 三、学力の向上を図る
実施
ひとりひとりを育てる
・いつも研修する教師
一〇月三〇日 文部省
体力づくり
集団・自主的主体的創
指定体力つくり公開研
昭和五十二年度より
造的・態度の育成
究会開催 二〇〇余名
三ヶ年 文部省体力つ
・児童の皆読 皆書
参加
くり推進校
皆算の徹底
二月二日 校内なわと
○在籍児童数 男九十一
・学習意欲と継続する
び大会
女八十八 計百七十九名
努力をおしまない習慣
一四日 体力つくり県
○経営の概要
の育成
大会で児童代表短なわ
四月十一日 ＪＲＣ登
四、いきいきとした環
実技披露
録式
境構成をする。
六月七日 スポーツテ
・静かでしっとりした
昭和五五年度
スト実施
環境
○本年度校内研テーマ
二十一日 夏季トレセ
・校舎内外の整備と美化
豊かな表現力を身につ
ン 八ヶ岳
○在籍児童数 男八八
けさせるためにはどう
十一月十五日 目の運

したらよいか
～楽しく綴るための作
文指導～
○在籍児童 男八七 女
九二 計一七九名
○教育目標
正しく強く生きぬく子
どもをめざし
・正しさ美しさを感じ
とり思いやりがあり望
みをもって生きる人
・・よい子
・見通しを立てねばり
強く深く考え正しく判
断して実行する人
・・できる子
・力いっぱい運動し最
後までやり抜き健康安
全なくらしをする
丈夫でたえぬく人
・・じょうぶな子
○経営の概要
五月一七日 市内自転
車乗り大会出場
六月一四日 町内歩け
歩け大会
二九日 父親授業参観
八月一日 ＮＨＫ工作
教室の録画取り
一〇月八日 なわとび
認定会
十一月一〇日 県より
交通安全優良校として
全国大会で表彰される
一月一七日 なわとび
チャンピオン大会
二〇日 交通安全優良
校として全国大会で表
彰を受ける

○本年度の研究テーマ
昭和五六年度
心豊かで実践力のある
○在籍児童数 男九五
子どもの育成
女八七 計一八二名
～意欲的論理的に考え
○経営の概要
四月九日 遊具点検作業
させる算数指導～
七月二八日 八ヶ岳林 ○在籍児童数 男八五
間学校
女七五 計一六〇名
二月二〇日 校内マラ ○経営の概要
四月二日 学級指導
ソン大会（自転車ロー
身体計測 交通班編成
ド）
二八日 運動能力テスト
五月一一日 ＰＴＡ給
昭和五七年度
○本年度研究テーマ
食試食会
豊かで実践力のある子
一四日 自転車点検
どもの育成～意欲的理
通学路点検
二六日 全校愛校作業
論に考える～
○在籍児童数 男九一
学校園整備作業
八月二八日 賑岡三校
女八九 計一八〇名
○経営の概要
ＰＴＡ研修会
四月三日 学級指導
九月四日 ＰＴＡ親子愛
交通班編制
校作業
十一月一九日 学校保
一〇日 校内泳力認定会
一〇月一五日 交通安全
健委員会開催
二月四日 校内球技大
教室
一一月二六日 花いっぱ
会実施
三月四日 卒業生を送
い学校コンクールで県よ
る会
り表彰をうける
一八日 新年度入学児
二月一九日 国体記念卓
一日入学
球大会で本校児童準優勝
昭和五八年度
（以下は「閉校記念誌はた
○経営の方針
くら」からの引用である）
・学級経営の充実と教
育環境の整備
・一人一人を生かす学
級経営
・校舎内外の整備と美化
・情操豊かな人間性の
育成
・たくましい体力の増強
・家庭・地域社会との
緊密な連携
月号へ続く・・・
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