
運動会 ー 「挑 戦 」テ マ !

～学年関係 応援 、悔 運動会～なく しあい いのない

小清水小学校長 可児隆洋

６月１日（土）の運動会には、来賓の皆様、たくさんの保護者及び地域の方々にお集まりいただき、子

ども達の活躍に温かい声援と拍手をいただきました事、心から感謝申し上げます。紅白の戦いは、午後ま

で決着がもつれる熱戦でした。子ども達は、この日の運動会に向けて、表現活動や各種の競技などで自分

の目標達成に向けて熱心に練習を重ね、持てる力を出し切る姿を随所に見る事ができました。

今年度は大型連休に加え、６月１日の実施という暦のために、練習に取り組む期間が例年より短く、加

えて５月とは思えない真夏日や砂嵐等、天候にも悩まされました。そのような中でも頑張って練習した子

ども達にとって、晴天の下での運動会は、みんなの願いが叶えられた最高の舞台でした。

教員は 「運動会や学芸会は子ども達を一回り成長させる」と信じています。、

「運動会での頑張りを、学校生活や日常の学習に生かして欲しい」とも願って

います。しかし 「運動会までは成長を期待していない 「運動会までは学ばな、 」、

」 。 、くても仕方ない と思っている訳ではありません 運動会が特別な場ではなく

日頃の学習の成果を発揮して保護者や地域の皆さんに見ていただく絶好の機会

なのです。

したがって、今年度の運動会は、競技以外の部分の「話をしっかり聞く 「返事」、

をする 「自分で考えて素早く行動する 「明るく元気なあいさつをする 「身の」、 」、 」、

回りの整理整頓」等、普段の教室で学んでいる事、身につけている事を運動会で発

揮させる事を目標としました。競技や係活動で子ども達が一生懸命に取り組む姿は

もちろんですが、待機している姿、応援している姿等は保護者の皆さんにはどのよ

うに見えていたでしょうか。

運動会の最中、残念な事に、他人の水筒の中に石を入れるいたずらが起きてしまいました。少なくとも

数人は「応援しあえない」子がいたようです。他にも、話を聞けずに注意を受ける子や、行動が遅く迷惑

をかけしまった子もいると思います。しかし、到達すべき目標があるからこその失敗です。この失敗を糧

に、次は失敗しないようにしようと思う事が一生の財産になります。いたずらをしてしまった子、注意さ

れたり、迷惑をかけてしまった子、運動会をきっかけに一回り成長して、次に生かして欲しいです。

今年も白組が勝ち、２連覇となりました。悔しいはずの紅組も全力を尽くした満足感であふれていまし

た。さらに得点発表のハプニングもあり、最後は全員に笑顔があふれ、悔いの無い運動会となりました。

小清水小学校 学校だより

羽ばたけ
令和元年６月１７日 ＜第４号＞

グラウンドの整備工事が始まりました。工期は９月中頃までの予定

です。主にグラウンドの暗渠排水と土の入れ替えを行います。それに

伴って、グランドは立ち入り禁止となり、体育等の利用や遊具の使用

はしばらくできなくなりました。９月までは、芝生広場が運動場・遊

び場所になります。

工事車両については、プール側入り口を使用するので、登下校や児

童の動線の影響は最小限ですが、大型車両等は道路を頻繁に行き来するとため、安全への配慮や指導に努めて参り

ます。今後は、ご不便をかける事があるかもしれませんが、ご理解の程よろしくお願いします。





コミュニティースクールが始まります

小清水町立小清水小学校長 可児隆洋

小清水小学校 学校だより

羽ばたけ
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小清水小学校ホームページ

月間学校行事予定・年間行事予定も閲覧できるようになっています。

随時更新しているので、ホームページの方もご覧ください。

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

町の広報や４月の全校参観日でも、ご説明している通り、今年度から小清水町は、コミュニテ

ィースクール（学校運営協議会制度）を導入することとなりました。

、 、これは 複雑化・多様化している現代の学校課題の解決にむけて教育環境を充実させるために

地域住民等の協力を得ながら教育の実現を図る仕組みです。

【コミュニティースクール導入による期待される成果】

学校関係者評価が効果的に実施できる■

学校と地域が情報を共有する■

特色ある学校づくりを進める■

教育課程の改善や充実が図れる■

学校を活性化する■

保護者・地域の学校支援活動が活発化する■

地域と連携した教育活動が組織的に行える■

教職員の意識改革を進める■

【具体的な先進地域の活動例】

学校の栽培園を畑起こしから収穫まで地域の協力を得て食育の取り組みまでつなげる■

地域の基幹産業の見学や体験をすることで、地域の特色を学び、地域への愛着を育む■

ブックフェスや読み聞かせ活動を行う■

教科指導や補充学習の学習支援、総合的な学習の時間やクラブ活動への協力■

地域のあいさつ運動、通学見守り活動■

上記の「期待される成果」や「活動例」からもわかるとおり、これまでも、小清水町でも協力

をいただき、成果を上げている活動が多くあります。

、 、コミュニティースクール導入に際しては これまで協力していただいている活動を基本として

地域と連携した教育活動を組織的に行う働きが期待されているということです。

今後、開かれる学校運営協議会では、学校を含めた地域全体が子ども達の教育活動に対する目

標やビジョンを共有することが手始めとなります。協議会の進捗状況や具体的な活動の報告につ

いては、随時情報発信されていきます。

、「 」 「 」 。コミュニティースクールは 学校運営の改善充実 と 地域の活性化 をめざすしくみです
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○ ○1 全校朝会 委員会⑤月

○ ○2 中学生職業体験学習火

14:25 ○3 合同研修③小学校授業実践公開日水

○ ○4 永井さん読み聞かせ（ 20分休み）木

○ 16:105 遠足金
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○ ○8 お話ポエム読み聞かせ（20分休み）月

○ ○9 ブックフェスティバル（４年）火

○ ○10 なわとび検定水

○ ○11 １学期末清掃週間（～ 19日） ブックトーク（ 5・ 6年）木

○ 16:1012 漢字検定 なわとび検定 遠足予備日金
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○ ○16 クラブ③ 永井さん読み聞かせ（ 20分休み）火

○ ○17 水

○ ○18 やまびこタイム 特別支援学級社会体験学習木
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○ ○24 １学期終業式・金管バンド壮行演奏会・VOICE来校水

団体図書搬出１５：３０～

登校便あり25 強化学習 合同研修④ 職員会議（８，９月）木
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素朴な木の階段に突然ジブリの絵が浮き上

がりました。思いもよらないサプライズに、

子ども達は思わず立ち止まって、目を丸くし

ていました。

「すごい！ 「きれい！ 「だれが描いた」 」

の？」と誰に聞いてもわかるはずもありませ

ん。実は、昨日の夕方、中学校の文化パソコ

ン部がやってきて、児童会の三役さんといっ

しょにつくっていったのです。

階段アートに！！

子ども達にとって
まちの図書館は、好
きな本、読みたい本
を自由に選び、読書
の楽しさを体験でき
る場所です。また、

、学習の手助けとして
知りたい情報や、調
べたい資料を見つけ
る手助けもしてもら
えます。
２年生がそんな図

書館の働きや利用の仕方を学んできました。
見学のあとには、いつも読み聞かせでお世話
になっている、図書館司書の永井さんにたく
さん質問して一生懸命メモをとっていまし
た。

児童会の企画として、給食完食をめざす取り組み
がはじまりました。毎日の給食を完食したかどうか
を調べてグラフに表しています。グラフも毎日の給
食を写真に写す手の込みようです。
企画した児童会として、
「 」自分たちの成長に必要な栄養素や分量を知る事
「食卓に届けてくれている人々に感謝する」
「食べ物をそまつにしない」

こんな願いがあります。
クラス対抗の競争の形になるので、無理に食べた

り、食べられない子が責められないようにしなけれ
ばいけません。その点を先生方が配慮しながら、児
童会の取り組みを支えています。

（ ）１ 乗り入れ授業 主に中学校の先生が小学生を指導します

□専門性を生かすための乗り入れ授業
※ 外国語・外国語活動の以外の教科の乗り入れ授業

も必要に応じて行います。
□課題解決を目的とした乗り入れ授業
※ 教師の指導力向上をめざした乗り入れや、児童生徒

の課題を克服するための乗り入れ授業があります。
□６年生の中学校舎登校を活用した乗り入れ授業
※ ６年生が中学校に登校するので乗り入れがしやす

くなります。

２ 交流授業（相互の目的に応じた交流授業）
□小中一貫校の教育環境や特色を生かした活動

※ 互いの成長をめざした中学生と小学生の合同授業を行います。
□行事等への参加

※ 6年生が中学校の行事や集会に参加・見学します。

３ 教科担任授業（相互の兼務教員による通年の専科授業）
□校種間の内容の系統性や指導の継続性を生かす

４ 相互の授業交流（互いの校種の授業を参観する）
□相互の指導方法を学ぶ、学習内容の系統を知る、相互の子どもの実態を知る
□相互に授業を参観する機会を計画的に設定し、それぞれの良さを生かした授業改善をする

５ 小・中合同研修
□主題 「義務教育９年間を見通した小中一貫教育の創造」

６ 小中一貫教育実践公開
□小中一貫した生徒指導・学習指導の在り方

小中一貫教育 基本方針の

運動会が終わってから、体力測定の練習コーナーが

ホールにつくられました。今年は、握力計や立ち幅跳

びのエリアが設けられ登下校や休み時間にチャレンジ

する子で賑わいました。

今年も、体力測定当日は縦割り班活動です。高学年

が低学年のお世話をしながら、測定を行います。

6年生は、中学校舎登校の時に、中学校の体育の先

生から反復横跳びのコツを教わりました。1年生のお

世話をしながらでしたが、記録の更新にむけて真剣に

取り組んでいました。

、JA青年部の皆様の協力により
高橋さんの畑でアスパラ収穫を体

験した後、選果場見学をさせてい
ただきました。
見学後は、取れたてのアスパラ

を試食、ごちそう様でした。


