
あいことば

令和3年度 南小立野小学校

校訓 強く 正しく 新しく

き・・・・きく( 聴く 新しく気づく )

あ ・・・ありがとう

い・・・いのち

学校教育目標

ともに 生きる

～ 夢と感動のハーモニー ～



みんなたからもの

みんなのしあわせ

ともに生きる



本気で あたたかい心で

きく →
新しく

きづく



か ん ど う

すてき

いいね

なるほど すばらしい



ありがとう



こんな自分に
なりたいな

ゆ め

じぶん



～夢と感動の
ハーモニー ～







き
きく( 聴く 新しく気づく )



どの先生の お話も
しっかりと きく1年生



よい しせい



アイコンタクト



きく



児童議会 きく



きく



5年 英語 加賀野菜ヒーローズ 発表

きく





きく



他校とオンライン



星稜大学 清水和久教授
デジタルシチズンシップ教育



星稜大学の皆さんによる ドローン授業



星稜大学の皆さんによるドローン授業



星稜大学の皆さんによるドローン授業





さすが
指先まで ぴんぴん 6年生

きく



あ
ありがとう



4/9   みんなのお手本 元気なあいさつ



池をきれいに 育友会・鷹野さん

ありがとうございます



池をきれいに 岡田さん

ありがとうございます



池に錦鯉
ありがとうございます



鷹野様・育友会の皆様
錦鯉をありがとうございます



りんごのおせわ

浦野さん



委員会活動 ありがとう



ありがとう

みんなのしあわせのために かつやく



スクールサポート隊のみなさん
ありがとうございます



みなこだランドにお花の鉢
地域の方より ありがとうございます



花いっぱいうんどう



花いっぱいうんどう ありがとうございます



ﾖｺﾞﾚ とり ありがとう



５年 富川さん
たくさんの本を
ありがとう
ございます



挨拶運動
ありがとう

11/4



あとかたづけ
ありがとう



またまた カラスがちらかしました

かたづけ ありがとう



いっしょうけんめい ありがとう



図書ボランティアさん
ありがとう



ミシンの学習サポート ありがとうございます



放課後 公園のごみを
ひろってくれてありがとう



ボイラーのおしごと ありがとう



地域の方より いつもお花いただき感謝



運動場の土どめ工事
ありがとうございます



公民館より いただいたお花



二年生 町探検サポーターのみなさま



ありがとうお花差し入れ いつも



おはなやさんより

ゆかのよごれにきづいて
さっとふいていた子を
見ました
かんどうしました



ありがとう

ふれ愛リサイクル



学校運営審議会



鷹野義男様 メダカをありがとうございました
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終業式の全校放送でも紹介させていただきました。
大切にいたします。ありがとうございました。

２０２１．１２．２４ 南小立野小学校



塚本様 本を下さりありがとうございました。
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２０２１．１２．２４ 南小立野小学校



植木様 本を下さりありがとうございました。

 

 

 

あいことば

令和3年度 南小立野小学校

校訓 強く 正しく 新しく

き・・・・きく( 聴く 新しく気づく )

あ・・・・ありがとう

い・・・・いのち  

終業式の全校放送でも紹介させていただきました。
大切にいたします。ありがとうございました。
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向陽苑より

ぞうきん いただきました。
ありがとうございます。



放課後 すすんで そうじ ありがとう



お花を
ありがとうございます



校舎管理員さん ありがとうございます



トイレの天井 工事 ありがとう

施設班のみなさんのおかげです



すすんで 雪かき ありがとう



一年生 旗源平を楽しむ会



１／２０ 旗源平の先生方 ありがとうございました



六年生を送る会 六年生のみなさんありがとう





六年生を送る会 全校のみなさんありがとう





先生方 全校のみなさん ありがとうございました



６年生が 校舎にありがとう そうじ



６年生が 校舎にありがとう そうじ



６年生から ぞうきん 贈呈



５年生が オンラインで ありがとう



５年生の先生方が受け取りました





い
いのち ＝ じかん



いのち



毎日 見守り
ありがとうございます





警察の方と交通安全教室 いかのおすし



シェイクアウト いのちをまもる行動



聖火ランナー 卒業生の清水さんによる
いのちのお話



みんな

命をつなぐ
ランナー





生きている奇跡

すばらしいこと





全校登校日
８月６日



世界のことば
• ノー モア ヒロシマ

Ｎo ｍｏｒｅ Hiｒｏｓｈｉｍａ
•ノー モア ナガサキ

Ｎo ｍｏｒｅ Ｎａｇａｓａｋｉ



１９４５年８月６日 ８：１５

広島に原子力爆弾が落とされた １６万５０００人の人が死亡



１９４５年８月9日
am11:02
長崎（ながさき）に

２つめの原子力爆弾





一人ひとり ちがう 大切にする

いのち



いのち



いのち



１２月1日は、
世界エイズデー

いのち



エイズ学習
今井さん

いのち



いのち





縦割り活動

仲良く
ともに生きる



１年生と6年生で なわとび



たばこは ダメ ６年生の先生方の劇



いのち



スクールサポート隊・交通推進隊の皆様
ありがとうございます



スクールサポート隊・交通推進隊の皆様
ありがとうございます



赤信号で とびだし ×



わくむら隊長さん ありがとうございます



警察の方と 万引きは ×





１月 地震 ひなんくんれん



いのち



いのち





矢田校長先生との 命の授業





























みんなたからもの

みんなのしあわせ

ともに生きる



教室を あけるとき 美しい



したじきOK 足のうらピタッ しーんと集中

２の1



くつのかかと そろえて
心もすっきり



ロッカーも 美しく



今月の詩・暗唱 合格 いぇーい





２月の詩

自分の番 いのちのバトン

相田 みつお



2人

４人

８人

そのまた 両親で ８人 2＋４＋８＝ １４



２０代前では なんと
１００００００人を

こすんです



金沢子どもかがやき宣言



全校の夢 掲示中



全校の夢 掲示中



全校の夢 掲示中







創立50周年
オリンピックパラリンピック応援動画

ドローン撮影 中口主幹
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