
一貫教育から繋がる「地域とともにある学校づくり」と情報発信

小清水町立小清水小学校長 可児 隆洋

文部科学省が一貫教育を推進する目的の一つとして、少子化、核家族化、地域コミュニティの弱体化等

の進行の影響を緩和することがあげられます。小中一貫教育は、多様な教職員が児童生徒と関わる機会を

増やして行く「縦の連携」と、学校が地域社会と結びつきを強めていく「横の連携」を築くことで、人間

関係を広げていくことも目的としているのです。

横の連携を「地域とともにある学校づくり」という言葉で表します。ひと言で言う

なら、小清水小学校や中学校が町民から「おらが町の学校」として認められ、愛され

る学校になることです。そのためには、さまざまな人を通じて学校との結びつきを強

め、地域の人々に学校サポーターとなっていただくことが必要です。

、 、今回 小清水更生保護女性会の皆様にお世話になり

書道教室を開くことができました。特に同会員の上田睦美さんは再編統合

前に旭野小学校でも指導されていた方であり、私たち教員も学ばせて頂く

ことがたくさんありました。子ども達は生き生きと取り組み、筆を使って

書く楽しさをあらためて知ることができました。地域には、保護者をはじ

めとして、私たち教員の知識や技能をはるかに超える様々な専門分野での

特技をお持ちの方が大勢いらっしゃいます。今回の「書道教室」の取り組

みや、先月お伝えした「牛の版画作り」の取り組みでは、学校の現状を積

極的に発信し、学校教育に必要な部分で協力を要請していく事の大切さを

あらためて実感させられました。

学校ではどんなことが行われているのか、学校はどのような目標に向かって日々の教育活動を行ってい

るのか、情報発信がなければ保護者や地域の方との連携はあり得ません。今の所、日々の学校の様子を発

信するツールは「学校だより」と「ホームページ」です。保護者を含め

て地域の皆さんの理解を得るためには、まずは学校の様子を視覚的にと

らえてもらうことを念頭に、しっかりと記事にメッセージをこめていこ

うと思います。普段は学校に縁のない人にも関心をもっていただけるよ

う、横の連携を築けるような発信に努めていきたいと思います。
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夏休み明け2日目の土曜授業の日、３年生教

室で書道教室を開きました。筆づかいの指導で

は、縦線、横線、渦巻きを書くことで筆を回さ

ない指導をして頂きました。目の錯覚に関する

クイズを出していただき、縦書きの時は、下の

字になるほど大きく見えること、横線より縦線の方が短く見えることを知

りました。これらの学習は、次に書く「ビル」という文字の布石になって

おり、上田さんのわかりやすい教え方に感心させられました。

色紙に好きな漢字を書いたり、うちわの型に文字を書いたりする学習もしました。普段の書写では、書く

字は決まっていますが、今日は、自分で書く字を決める事ができます。自分の

名前に使われている漢字、形が気に入っている漢字、好きな季節など子ども達

が選んだ字は様々でした。

講師７名の皆さんにたくさんほめていただき、字を書く楽しさを知ることがで

き充実した時間となりました。

アンデルセン童話でおなじみの「裸の王様」と、芥川龍之介の児童

向け童話作品「杜子春」を低学年と高学年に分けての公演となりまし

た。

裸の王様は、絵本から出てきたような舞台でした。子ども達は、演

者さんの大きな声、動作の大きさ、本格的な演劇に圧倒されて、最後

まで夢中になっていました。

杜子春は、前半のテンポのよい笑いを誘う場面から内面に問いかけ

る場面へと子ども達の心にしっかり訴えかける内容でした。コメディ

ーありアクションあり、８０分間があっという間にすぎました。

最後のあいさつで、演者さんから子ども達の観覧態度をとてもほめ

ていただきました。笑うところは思い切り笑い、考えるべきところは

しっかり考えていたのが、感想アンケートからもわかります。

演者の皆さんがお見送り

山賊とたたかう杜子春

。学芸会の劇は杜子春を思い出してがんばります

顔の表現やしゃべり方を変えたり、ハラハラド

キドキがいっぱいあって面白かったです。もっと

いっぱいみたいです。

（ ）6年生感想アンケートより

王様がハンスたちに「出て行け」ていったの

が悪いしかわいそうだった。ハンスが本当の事

を言ったのがえらかったし、エリサもハンスの

話が本当だって言ったのがえらかった。はだか

になるとは思わなかった。

（1年生感想アンケートより）



恒例となっているＰＴＡ給食試食会が開かれました。メニューは

「夏野菜のミートソーススパゲッティ」と「レンコンのカリカリサ

ラダ」と「すいか」でした。子ども達と給食を一緒に食べて頂いた

あと、栄養教諭の鼻田先生から説明を受けました。

「 」実施後のアンケートには 子ども達の教室が思ったより暑かった

「食べる時間が短い 「給食を作る過程や衛生面の管理の大変さが」

理解出来た 「高学年にも試食会の機会をつくって欲しい」等のご」

意見を頂きました。

今後も児童の心身の健

全な発達と食に関する正

しい理解と判断力を養う

ために努めてまいりま

す。ご参加ありがとうご

ざいました。

まつり」には様々な意味があり、目的「

や意義によって充てられる漢字も違いま

が、祈願・祈念したり感謝する心は共通し

ています。学校にはクリスマスとかハロウ

ィン等の外国の文化にふれる機会はあるの

ですが、日本の古くからの文化にふれる機

会は意外と多くありません。そこで、小清

水神社例大祭奉賛会の皆さんが「日本のま

つり」を子ども達が体験できる機会を作ってくださることになりました。８月２８日（月）御神輿と獅子舞に学校の

、 。 、 、昼休みに立ち寄って頂き 子ども達とふれ合いました 御輿を担ぎに行く子 獅子舞に頭を噛んでもらいに行く子で

前庭の芝生広場は大賑わい。子ども達はとても楽しいひとときを過ごすことができました。

大人用の御神輿もふれてみました 獅子舞も大人気

生活リズムチェックシートの取り組みへの協

力有り難うございました。

今年度から実施時期を長期休み後の生活週間

の見直しとして位置付けたのですが、小清水の

神社祭や６年生の修学旅行と時期が重なってし

まい、日常の生活リズムと違う日もあったかと

思います。

ここ数年における調査によると、北海道の子

どもたちの学力・体力は、一部の教科や種目で

全国平均を上回るなど改善の傾向が見られるも

のの、更なる授業の改善や子どもたちの生活習

慣の在り方などが課題になっています。小清水

においても同様の数値が出ています。

特に、生活習慣では、朝食を食べない子ども

や、スマートフォンなどを使用する時間、テレ

ビ・ゲームをする時間が長いなど、全国よりも

高い割合になっています。

こうした課題を解決するためには、子どもの

望ましい生活習慣の定着に向けた取り組みを学

校・家庭・地域が一体となって進めることが大

切です。今回の結果分析は学校便り等を通じて

保護者の皆さんにお知らせします。

子どもたちが自ら生活習慣を改善する力を身

に付け、将来の夢や目標に向かって元気に活動

できるよう協力をお願いします。

8月31日(木）～9月１日(金）は6年生の修学旅行でした。めあては「修学旅行を満喫して

Best！な思い出をつくろう！」でした。自分から楽しもうという気持ち、周りの人に感謝し

ようという思いが込められていました。よく観て、訊いて、味わって、触れてみて、体験し

てと体全体で学ぶことができました。子どもたちにとって一生の思い出になったはずです。

今回の修学旅行では、次の行程をたどりました。

【1日目】

(搾乳体験、トラクター乗車体験、アイスクリーム作り、子牛のえさやり）弟子屈町渡辺体験牧場

→ (17階から景色をみながら昼食）釧路プリンスホテル

→ (地震・火災体験、梯子車乗車など）釧路市民防災センター

→ （星の砂キーホルダー製作、館内見学）こども遊学館

→ で宿泊山花温泉リフレ

【２日目】

→ (昼食、お買い物）釧路動物園 イオン釧路ショッピングセンター

阿寒アイヌ工芸品ムックリ製作体験 摩周道の駅→ →

6年生は、学校のリーダーです。修学旅行でも立派な行動を周囲の人からほめていただき

ました。

・防災センターで話を聞きながらメモを真剣にとっていた。

・部屋の後片づけがしっかりしている。忘れ物０でした。

・注意されたことをすぐに改善する。

（ホテルの廊下歩行、大きな声を出さない。時間を守る）

夕食を楽しむ 梯子車で高所から釧路市街を眺める 搾乳体験

５月の点検で金属部の腐食が見つかり、使用中止とな

っていた回旋塔がついに撤去されてしまいました。

遊び方によっては危険が伴う遊具とされ、全国で撤去

が相次いできた遊具ですが、小清水の子ども達は安全の

約束を守り、大切に遊んできた遊具ですので、とてもさ

みしい気持ちになります。

感謝の気持ちを込めて校舎との記念写真を撮りまし

た。既に撤去されて無くなっていますが、時々この写真

で思い出してあげて欲しいと思います。

夕暮れが早くなってきました。

遊びに行ったら暗くなる前に

帰りましょう。

自転車のライトはもう一度

点検しましょう。



生活していく上で必要なスキルを育てる

小清水小学校長 可児隆洋

１ 小中共通の課題として

８月１７日の小学校・中学校合同研修の中で各教科を通じて共通して出てきた話題があります。

それは、話を聞いたり、文章を読んだりした時に、必要な情報を整理して要点を捉える事が苦手な子が多

いということです。学力検査の客観的なデータでも小学校と中学校で同様の傾向が出ています。子ども達

は説明文の内容を読み取ったり、字数や言葉を制限して書くことは得意ではありません。

この力を広い意味で「読解力」と言い表すことがあります。読み取る情報は文章

だけでなく、動画や写真であったり、ときには会話や表情、雰囲気であったりしま

す。様々な情報は読解力がないと読み取ることができないため、相手とコミュニケ

ーションを取ることもできません。読解力は生活していく上で必要なスキルなので

す。

…２ 小学校の先生は特に

先生方は、子ども達に話すとき 「分かりやすい言葉」で話すよう努めます。特に「大切なこと」は最、

初に話します。分かりやすく伝えるために 「一つの文章を短く」したり、理由やポイントが複数ある場、

合は 「その数」を先に伝えます。そして指示は、極力、１つずつ順番に与えます。、

小学校の先生は 「全員」に「確実」に理解させるために最大限の配慮をしています。しかし、こうす、

ることが「大切なことから、分かりやすく、短く」話さないと理解出来ない子ども

を増やすことになってしまっているのかもしれません。実際に、中学校に進学した

子ども達は、中学校の先生方が日常的に用いる普通の言葉も理解できない時がある

ようです。

子ども達を思っての配慮が子ども自身が考える機会を奪ってしまうこともあるか

もしれません。

３ 広い心で見守ることが大切

親としても、子どもの事を心配して余計な口出しをしたり、先回りして準備してあげたりすることがあ

ります。子を思う親心が、時に過保護・過干渉となり、子どもの「自分で考える力」や「我慢する力」を

奪い、自立への育ちを妨げてしまうことにつながってしまうこともあると思います。

「失敗は成功のもと」といいます。なぜ失敗したのか、その原因を探したり、解決策

を考えたりして 何度も諦めず挑戦することが大切です 失敗を糧にした 工夫 や 努、 。 「 」 「

力」が子ども達の成長につながると信じ、失敗を広い心で温かく見守ってあげることも

必要です。
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日 曜 下校バス

14:45 16:00日

（ ）16:10 金

特 ×1 日 町民マラソン大会 11:40

振替休業2 月

○ ○3 火 全校朝会 クラブ⑥

○ ○4 水 3年生社会科見学 フッ化物洗口

○ ○5 木 視力検査（１、３年）

16:106 金 ６年中学校校日⑧ 就学時健診13:30～ 視力検査（２、４年） ○

土7

日8

体育の日9 月

○ ○10 火 視力検査（５、６年） ４年生社会科見学

○ ○11 水 フッ化物洗口

○ ○12 木 永井さん読みきかせ

16:1013 金 ○

特 ×14 土 土曜授業④【給食あり】 12:50

日15

○ ○16 月 委員会② ２計測（１～３年）

○ ○17 火 ２計測（４～６年）

○ ○18 水 スクールバス乗車指導 フッ化物洗口

○ ○19 木 後期児童総会

特 16:1020 金 授業実践交流会 14:10

土21

日22

○ ○23 月

○ ○24 火

○ ○25 水 職員会議（１１月分） フッ化物洗口

○ ○26 木 永井さん読み聞かせ

16:1027 金 サポートタイム⑤ ○

土28

日29

○ ○30 月 学芸会特別日課

○ ○31 火

１０月１０日（火）から、字小清水の一部の地域の住居表示が変わります。

それにともなって学校に届けていただいている住所が変更になるご家庭もあると思います。

後日、学校としての対応をお知らせしますのでよろしくご協力下さい。



１ ＰＴＡ親睦ミニバレーボール大会

期日 平成29年11月22日（水）19:00～小清水小学校体育館

１０月下旬から参加者募集の予定です。

内容 今年度は中学校へ参加を呼びかけて小中の親睦を深める計画になっています。

募集方法・ルールは後日お知らせします。たくさんのご参加をお待ちしています。

２ ＰＴＡ役員選考次期の変更

例年３月になってから次期PTA役員の選考のお願いをしていましたが、中学校の方式にならい、１２

月から動き出すことにしました。

これまで、役員選考は学年委員長さんに一任してお願いしていたところですが、PTA役員も選考のお

手伝いをしてはどうかという意見も出ているところです。

詳細については、更に検討を重ねた後、皆さんにお知らせいたします。

３ PTA連合会研修会

期日 未定 11月下旬～12月で調整中

内容 「インターネット・ＳＮＳ～知られざる危険性（仮 」 講師 岩井孝浩氏）

第４回小清水児童生徒絵画書写作品展に、授業等で取り組んだ全校児童の作品が展示されます。その

中から各種賞が選ばれ、表彰式も期間内で開かれます。ぜひ愛ホールへ足をお運び下さい。

【展示期間】 10月6日13:00～9日15:00 愛ホール

【 表 彰 式 】 10月7日10:00～ 愛ホール

【移動展示】

10月14日～18日 図書館 10月24日～11月2日 網走信金

11月20日～30日JAこしみず 12月1日～8日 小清水郵便局

12月9日～1月中旬 日赤病院

入賞作品の選考の様子

小清水幼稚園の年長さんは１年生の体育の授業に参加して楽しく鬼ごっこをしました。中斗美保育所

のみなさんとは、5年生が楽しく遊べるゲームを考えたり、プレゼントをしたりして工夫して楽しんでい

。 、「 」 。ました 来年１年生に上がってくる皆さんは 小学校入学が待ち遠しいな と思ってくれたでしょうか

お兄さん・お姉さんぶりを発揮した１年生も、来年は６年生として１年生をむかえる５年生も早く年

長児さんが入学してくるのを待っています。

9月23日苫小牧で開催された第３６回北海道バンドフェスティバルで金賞そして、審査員全員一致で

北海道代表として全国大会への推薦をいただきました。

これまで金管バンドのみなさんは、平日はもちろん、休みの日も毎日練習を重ねてコンクールに挑み

ました。イベント演奏にも精力的に参加してきました。これまでの努力が報われる結果をいただいたこ

とに感謝し、更に良い演奏ができるバンドをめざして全国大会に臨んで欲しいと思います。

練習も大詰めにもかかわらず、台風が来る前日、金管バンドの皆さんは台風に備えて学級栽培園の片

付けまで手伝ってくれました。人としての成長を見せている金管バンドの子ども達の今後の活躍を期待

し、応援して下さい。 ※全国大会は１１月１８日(土)大阪城ホールです。

本番演奏直前の緊張感 出発前日、先生方の前での壮行演奏

今年2回目の避難訓練を行いました。今回の訓練は、日時を

予告しない訓練です。給食を食べた後、教室で過ごす子、マラソンやキックベースをして遊んでいる子

など校内とグラウンドに散らばっている時に、突然訓練開始のサイレンが鳴りました。この訓練で求め

ていることは 「放送の指示を良く聞くこと 「指示を、 」、

聞いた上で自分の判断で避難経路を決めること」でし

た。外にいる子ども達も６年生が自主的に下級生を一

カ所に集めた上で放送を聞かせる等頼もしい上級生ぶ

りを発揮し全員が安全に避難することができました。

小清水赤十字奉仕団の皆様より寄贈された防災ずきんを

全学年の教室に配置しました。平成24年から５年間、毎

年50着ずつ寄贈されていたもので、5年目の今年ようやく

全校児童分がそろいました。せっかくいただいたものなの

ですが、使う機会が無いことを願わずにはいられません。

教室の大切な御守りとして掃除用具の上に置いてありま

す。奉仕団の皆様本当にありがとうございました。

放送の指示を聞き、各自で避難してくる子ども達

先生 ご出産おめでとうございます！！加藤美聖

8/6生まれ 加藤壱帆ちゃん（男）


