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当校は平成 29 年度「地域と学校の連携・協働推進」において 

文部科学大臣表彰を頂きました。皆様に心から感謝をいたします。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やさしさに感謝 
一小情報ボックス（生放送） 

毎週水曜  昼 1：15から 

商店街「来て基地放送局」にて 

ＦＭにいつ 76.1 土曜 10時～ 

Ｈ３０年 ７月 新津第一小学校 ☎２２―００６９ ＦＡＸ２２―０９８３ ＊カラー版は一小 HPにて 

 

お買い物がてら来てね！ 
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中国の児童と 6 年生が交流  中国語にもチャレンジしたよ 

新潟市教育委員会の紹介で， 7 月 9 日に

中国黒竜江省の宜興（ぎこう）実験小学校の

高学年と引率の先生方合わせて４０名との

交流会がありました。 

6 年生は佐渡自然教室を終えたばかりで

短い準備期間でしたが，どんな「おもてなし」

がよいのか皆で話し合いました。 

まず「あなたに出逢えたこの町で～にい

つのうた～」で歓迎しました。サビは手話と

中国語で演出しました。少しは通じたようで

した。 

宜興実験小学校からは伝統舞踊，書道，ル

ービックキューブの技，リコーダー合奏や詩

の朗読の特技披露があり，皆さんとても立派

でした。 班別交流では折り紙，大縄跳び，け

ん玉，紙飛行機，ちぎり絵，的当てなど，あち

らこちらで笑顔の輪が広がりました。基本会

話は英語とジェスチャーでしたが，勇気を出

して，中国語を言う子もいました。 

  ●加油 ジャーユウ  がんばれ 

●謝謝 シェーシェ  ありがとう 

  ●再見 ジャイチェン また会うまで 

（さようなら）  

 お土産交換をしたらもうお別れ時間。最後

は花のトンネルで体育館からお見送り，その

後も玄関から校門を出るまでずっと列にな

りハイタッチで別れを惜しみました。  

 （口語）ようこそ 

いらっしゃいました 

新津第一小学校へ 

この中国児童の訪問プランは 

 日本各地を巡る体験学習旅行で（希望者参加）静岡県の富士山

や河口湖，トヨタミュージアム，友好都市である新潟市訪問。マ

リンピア日本海や寺泊の魚市場，そして当校での交流会。  

翌日は新津鉄道資料館，その後は東京，浅草，ディズニーランド，

最後は東京大学という 4泊 5日の充実プランだそうです。 

 学校交流は新津第一小学校だけと聞き，貴重な機会だったと

知りました。とても誇らしいことです。6年生もよくがんばりま

した。ご協力いただいた皆様に感謝いたします。 



６・７月の支援報告  大変ありがとうございました 

● 毎日の登下校  安全見守り  セーフティスタッフ，地域町内会，自治会の皆様  

● 毎週土曜     地域子ども教室 (７教室) の指導者の皆様 

● 毎週水曜     「一小情報ボックス」（昼休み・来て基地放送局で児童生放送） 0番線商店街の皆様 

● 毎週水曜     ボランティアお茶会 ・一小道場  のべ ８日間 地域ボランティア ６９ 名   児童 １２８名   

① 新津地域交流センターに納める七夕飾りをみんなで作りました。 

② 中庭花壇のペットボトル修理も大勢の児童が手伝ってくれました。 

●6月 8日      1年生 秋葉山へ行こう  ボランティア １０ 名 

●6月 11～15日  全校 読書週間 お話を楽しむ会 読み聞かせボランティア のべ １１ 名 

●6月 14日開始  水泳授業 安全見守りボランティア  （7月 20日まで） 

●6月 18日      国鉄 OB 一小 MT ( SLサポーターズ支援，鉄道クイズなどの話し合い)  10名 

●6月 22日    「新津の魅力かるた」活用 MT  (秋葉区自治協との連携活動)   7名 

●7月 3～10日   新津地域交流センター 1階ホールにて一小七夕飾り展示 テーマ「つながりを大切に」 

●7月 3日      2年生 新津の町たんけん  ご協力いただいた店舗  １６ 軒    ボランティア １８ 名                   

●７月 3日      6年生 中国語特訓セミナー  秋葉区在住 八子レイユさん  

●７月 9日      中国黒竜江省 宜興実験小学校との交流会  新潟市役所より ４ 名  

●7月 10－11日  5年生 胎内自然教室  付添ボランティア  ５ 名 

●7月 18日     新津中央コミ協主催 「自学広場（仮称）」MT  校内での自習空間作りを検討  １１ 名 

●7月 20日     1年生 体験型安全教室 新潟市安全協会より ２ 名  ボランティア のべ ２２ 名 

●7月 28日     一小 SLサポーターズ 新津鉄道資料館フェアお手伝い  児童  ６ 名  ボランティア ８ 名 

 

 ＜借用・ご寄付等のお礼＞ 

＜日本・新津の季節ミュージアム＞ 6 月展示用 三条市の飛岡様より人形各種をお借りしました。大好評でした。 

＜  同  上  ＞      7 月展示用 地域より 子供用の祭法被一式をご寄付いただきました。 

＜一小 特製横断幕＞ 市内陸上大会に向けて， 保護者ボランティアより横断幕を縫っていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２年生 町たんけん 商店街におじゃましました。 

家にに  先日 2 年生が「町たんけん」の学習で新津駅前の

商店街の店舗や施設で大変お世話になりました。 

挨拶や質問，メモの取り方，時間の守り方など学ぶこ

とは多く，それぞれの場所でとても温かく対応して

いただきました。 本当にありがとうございました。 

 受入れてくださった皆様  （順不同） 

川名花店 様，  石山ベーカリー 様，  第四銀行 様 

あさだ洋品店 様， ヒグチ時計店 様，  アベキュー 様 

フルーツのやまいし 様，  理容店 スワローズ 様 

春日薬局 様， 加藤茶屋 様， 新津フードセンター 様 

むらき呉服店 様，  種源種苗店 様，  オーサカヤ 様 

石山ベーカリー 様，  奥村薬局 様    以上 １６軒 

 

 

 

 

 

 

＜保護者ボランティアの声＞ 

● お忙しい時間帯に，笑顔で快く受け入れて

くださいました。もう感謝，感謝でした。 

● 今度はこのお店でお買い物をしたいな，と

感じました。 また来ます。  

ありがとうございました。 

 


