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椅子は高学年全員で並べました 聞きやすいアナウンスの練習

次の舞台配置をチェック

照明も入念な打ち合わせ

児童係も準備OK

会場係は観覧席の拭き掃除

プログラム・スライドは三役

発表を影で支えた高学年の子ども達です。みんなが一致団結

しないと学芸会は成功しません。全員を紹介出来ないのが残念

ですが、最高の舞台を作っていたのは高学年（４～６年）のみ

。なさんの舞台裏の働きでした

笑顔あふれる瞬間を共有した学芸会

小清水小学校長 可児隆洋

11月11日の学芸会にはたくさんのご家族の皆さんに観覧い

ただきました。そして、子ども達の熱演に惜しみない拍手をい

ただき、ありがとうございました。子ども達は、日常の学習で

身に付けてきた表現力や鑑賞力を学芸会で発表することを通し

て、互いに認め、励まし合ってきました。

、 、そのために先生方は 児童一人一人に多様な活動の場を与え

進んで参加させ、協力し合って共通の目的を達成させるよう指

導してきました。

学芸会で求める表現とは、体で表現すること、音楽で表現すること、言葉で表現することです。

舞台上の子ども達は、お互いに「体や音楽や言葉の表現」を感じ取りながら、舞台下の観客の皆様に伝

えていきます。そして、舞台を見ている観客の皆さんに自分たちの思いを受け止めてもらうために、台詞

を工夫したり、音楽を体全体で表現したりしました。

総練習の子ども達は、開演と同時にそれまでのおしゃべりを止め、楽しいところは笑い、素敵な演奏や

合唱には感激し、劇の登場人物に共感しながら見ることができました。学芸会当日のご家族の皆様にも、

舞台の上からの発信をしっかり受けとめていただきました。また、就学前の小さな子ども達も舞台に見入

っている様子も多く見られました。これは、子ども達が日常の学習で積み上げた表現力を十分に発揮し、

最高の学芸会をめざしている瞬間を会場の皆さんと共有できたからだと思います。

この学芸会がゴールではありません。これをきっかけに子ども達のよさを更に伸ばしていけるよう、学

校として多様な学びの場を展開していかなればいけません。そのためにも、保護者地域の皆様のご理解が

必要です。今後とも本校教育活動へのご協力をお願いいたします。

学芸会を盛り上げた1年生

最高学年の実力をいろいろな場面で見せていた６年生



小清水児童生徒絵画・書写作品展でMOA奨励賞に選ばれ、全道

展に出品されていた 小清水小１年 佐藤愛莉さんの作品が「北

海道教育長賞」に選ばれました。本人はもちろんですが、これか

ら作品を作る子ども達にとっても励みになる受賞です。

おめでとうございます。
町の作品展の表彰

音楽専門の先生の指導はひ

と味違います。大平先生の歌

唱指導をうけた子ども達の歌

声は変わります。

ほんのひと言、ポイントを

言うだけで 「子ども達の歌声、

が違う！子ども達の歌が上手

くなった！」と担任の先生。

「機会をつくって、時々指導しに来て欲しい」という声が上がっていました （今回大平先生には、4。

年生や３年生の指導にも入っていただきました）

図書室前を通ると、図書新聞が貼ってあ

ります。

図書委員会は図書の貸し出しだけではな

く、新聞で本の紹介をしたり、ランキング

を発表したりして読書普及に努めていま

す。

一番図書を借りている人で３００冊を超

えているようです。このような取り組みを

続けることで読書に興味を持つ子が少しで

も増えたら良いなと思います。

中学校の先生と小学校

の先生が学習内容の系統

を接続させる話し合いを

しています。

これを進めることで、

小学校と中学校のギャッ

プを緩やかにし、小学校

で教えたことを中学校で

リセットさせずにスムー

ズに進学させたいと考え

ています。

中学校に行ってから苦

手な内容をもう一度学び

直すことなく、新しい学

習や発展した学習にすすめるようにすることがねらいです。

具体的な取り組みは始まったばかりです。効果は数年先になるものも多いと思います。長期間の取り

組みになっても先生が替わっても、計画的に実践できるようにするための「小中一貫教育制度」の導入

だということをご理解ください。

小清水町民生児童委員協議会様から鉛筆を寄贈して頂きまし

た。小学生が学校で使う筆記用具は主に鉛筆です。この鉛筆で

たくさん勉強してもらいましょう。

ありがたく使わせて頂きます。

小清水小学校ホームページ

http://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/e

随時更新中、小中一貫教育に関するページもつくりました。
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下校バス

14:45 16:00日 曜日

（ ）16:10 金

○ ○1 金 全校朝会 僻地保育所合同おゆうぎ会 PTA 総務委員会

土2

収穫感謝祭＆農業祭10:30～ 16:00愛ホール3 日

○ ○4 月 委員会 卒業アルバム撮影 避難訓練（地震）

○ ○5 火 クラブ 小清水町ＰＴＡ連合研修会 (中学校） 卒業アルバム撮影

○ ○6 水 フッ化物洗口

○ ○7 木 PTA広報委員会

8 ○金 小中合同研究会１～５年：４時間授業 ６年：５時間授業（中学校登校） 1~5 13:10年

6 14:30年

9 11:50 ×土 土曜授業⑦ (3時間授業 ) 子どもの心に響く道徳教育推進事業

日10

11 ○月 ４時間日課 租税教室４校時 (６年） 13:30

12 ○ ○火 ５時間日課 1年「ようこそたからものランドへ」保育所幼稚園年長招待

13 ○ ○水 フッ化物洗口

14 ○ ○木 永井さん読み聞かせ

16:1015 ○金 お話ポエム読み聞かせ ( 分休み )20

土16

日17

18 ○ ○月 委員会

19 ○ ○火

20 ○ ○水 フッ化物洗口 赤い羽根共同募金、あいさつ運動最終日

21 ○ ○木 サポートタイム

16:1022 ○金 ２学期終業式 (全学年5時間授業） 全校清掃 (5校時）

天皇誕生日23 土

日24

強化学習① 登校便あり 下校10:4025 月

強化学習② 登校便あり 下校10:4026 火

水27

木28

金29

土30

日31

読み聞かせも読書です

小清水小学校長 可児隆洋

「小学生、特に高学年になってからの読み聞かせは、もう卒業だね」と思

われる方が多いかもしれません、確かに、小さい頃の方が、反応が素直だ

し、楽しんでいるのがダイレクトに伝わるので読んでいても楽しいもので

す。しかし、高学年になって読み聞かせは必要ないのかと言えば、それは

間違いです。

読み聞かせサークル「おはなしポエム」の皆さんには年に２回小学校の

「授業」に入っていただいています。もちろん高学年にも読み聞かせをし

てもらっています。大きい子ども達でもドキドキする場面では息をのんだ

り、クスッと笑ったり、反応は小さいけれど楽しんでいる様子はよく分かります。

学校の朝活動で、係の子ども達がみんなに読み聞かせをしている高学年の学級もあります。読み方は

大人の方が上手かもしれませんが、それはそれで子ども達の呼吸と合っていて身を乗り出して聞いてい

る様子がとても良い感じです。高学年の子ども達で読み聞かせは卒業ではないのです。

話は変わりますが、先日の生活リズムチェックの低学年の傾向を下の表の様にまとめてみました。読

書の目標を守れなかったと回答したご家庭が多くありました。おそらく「読み聞かせも読書ですよ、学

校で読んでいる時間も読書ですよ」と伝えていればもう少し高くなったかもしれません。冬の生活リズ

ムチェックであらためて正確な数字が出せると思います。

この場で、何度も読書の習慣づけの話をしていますが、もっとも簡単な習慣づけの方法は寝る前の読

み聞かせ・読書だと思います。寝付きの良い子なら１０分も待たずに寝てしまいますし、読み聞かせを

している大人が寝てしまうことも良くあることです。たまには、反対に子どもに読んでもらうことも良

いかもしれません。それぞれのお子さんやご家庭の事情にあわせて工夫をしていただけると良いと思い

ます。

低学年 平日 休日 守れた

ねる時刻 8:58 9:10 70%

おきる時刻 6:21 7:15 75%

べんきょうの時間 0:39 0:36 71%

本をよむ時間 0:28 0:24 44%

うんどうの時間 1:25 0:51 66%

テレビ・ゲームの時間 1:31 2:24 71%

低学年生活リズムチェックのまとめ ５年生教室の朝活動の様子

平成２９年１２月５日（火） １９：００～

現代ネット環境の仕組みと身近に起こっている事件を通してお話しいただけます。

元大手企業のシステムエンジニアからの視点！ ぜひご参加ください。



合格できれば・・・

やれば出来るという「自信」と○○級合格という達成感が得ら

れます。

合格できなくても・・・

合格をめざして勉強することで、国語以外の教科にも必要な基

礎学力が得られます。

、 。漢字検定については これまでも受検案内は行っていました

小中一貫教育の取り組みをうけて、今までより積極的に受検の

案内をします。

けっして強制するものではありませんが、興味・関心がある

ご家庭は申し込みをしてみてください。

検定日は来年の２月９日（金）

申し込みは２学期中にお願いします。

小清水中学校の３年生が、小学校で家庭科の授業をしま

した。内容は「家族・家庭と子どもの成長」の学習です。

久しぶりの小学校に来た懐かしさと、これからふれあい

交流をする期待もあり、中３の皆さんは本当に良い笑顔で

した。自分たちが６年生の時にも、縦割り活動のヤッホー

タイム等で下学年とのふれあい活動をしていますが、その

。 、当時は上手く進めることで精一杯でした ３年経った今は

目の前の小学生の個性や感情を感じ取るために、子ども達

の表情を見ながら活動できるようになっていました。

もちろん１年生も大喜び、見上げるくらい大きな中学生

といっしょにいろいろなゲームを楽しむことができ、あっ

という間の40分でした。

期間：11／21～12／20
時間：7：50～８：20と昼休み

◆赤い羽根共同募金運動
児童会活動の一つとして赤い羽根共同募金に協力しています。赤い羽

根募金は、私たちの町で助けを必要としている人たちのためにも役立て
られ、誰もが安心して安全に生活できる町づくりにも役立っています。
役員が協力を呼びかけています。

◆あいさつ運動
「自分から笑顔であいさつのできる明るい学校にする」こんな思いを持
って、ホールに役員さんが立っています。募金と合わせて一ヶ月の取り
組みです。児童会役員の頑張りに子ども達も応えて欲しいですね。

吹雪等の荒天時、児童が安全に下校するため

の訓練が行われました。引率教員が保護者への

引き渡しや帰宅の確認を確実に行うための訓練

でもあります。実施することの無いよう祈りつ
つ、その時の備えをしました。

１学期から継続している廊下歩行についての指導
（生活スタンダード）を点検しました。
①廊下を走らない ②廊下は線があると思って歩く
③右側を歩く ④壁側を歩く ⑤横に広がらない
⑥歩こう歩こうかめかめ大作
戦を行っている。
どの学年もどの項目も９５

「 」％以上の子ども達が 守れた
「だいたい守れた」と回答し
ました。高学年ほど守ってい
て、お互いに注意し合う姿が
見られます。

１ PTAミニバレー大会

「もっと試合したいなあ」という声も出るくらい、楽しいスポーツレクレーショ

ンになりました。１時間程度でおわりましたが、それでも後日筋肉痛になるくらい

の適度な運動量。もう少し動きたいと思えるくらいが良かったのかもしれません。

２ 30年度PTA役員の選考

例年、年度末に実施していた役員選考を12月から始めることにしています。ＰＴ

Ａ希望調査票を配付していますので、12月15日までに担任にお届け下さい。

小清水小学校長 可児隆洋

11月18日大阪城ホールで行われた全国小学校バンドフェスティバルに北海道代表として小清水小学

校金管バンドが参加し銅賞を受賞しました。参加に際しては保護者の皆様を初めとして町民の皆様にも

多くの応援をいただき感謝申し上げます。

参加した子ども達は、全国レベルのバンドの演奏やパフォーマンスもさることながら、参加していた

同じ小学生達から「あいさつ や 表情 「言葉づか」、

い や 立ち居振る舞い」等、多くの事を学んで帰っ

てきました。

、今回学んだ事を金管バンドだけに留めることなく

全校に広めることで、町民の皆様への感謝の形とし

て表していこうと思います。

、 。たくさんの応援 本当にありがとうございました

北海道小清水高等学校が68年間の歴史に幕を降ろし閉校と

なります。同じ町にある学校として、小学校と中学校の児童

生徒からメッセージを寄せることになりました。高校の校舎

に展示される予定となっていますので、機会があれば是非ご

らん下さい。

花びらや葉に一人一人のメッセージが書いてあります→




