
運動会開催のお礼

小清水町立小清水小学校長 可児隆洋

令和２年度の運動会は、感染症対応のため、例年とは違

い、季節を変えての開催となりました。秋空のもと、練習

の成果を力いっぱい発揮する子ども達に温かな声援と拍手

を送っていただきありがとうございました。６月の運動会

から10月の運動会に変え、ダンス等の表現種目や応援合戦

等がなくなったのですが、運動会そのものが開催できたこ

とを喜びたいと思います。

昨年度の夏休み明けにグラウンドの改修工事を行いまし

た。６月の運動会で新しいグラウンドのお披露目をして、地域や保護者の皆様に感謝

の言葉を伝えたいとも思っていたのですが、それもかないませんでした。６月から１

０月に変わり感じたことでもう一つ大きなことがあります。それは、子ども達の成長

です。６月実施では、指導の時間が無く、難しいだろうと思うことが、１０月実施の

運動会では非常に完成度が高く実施できていたことです。例えば、子ども達のランニ

ングフォームは、いつもの運動会より、とても力強いものでした。また、全員リレー

でのバトンパスの完成度は非常に高いものでした。そのせいか、徒競走やリレーは非

常に見応えのあるレースになりました。他にも、競技前の整列、応援席での応援態度

もいつも以上にすばらしいものでした。子ども達は、状況や周りを見て、自分で考え

て行動をすることが当たり前にできていました。これば、これまでの学校生活で子ど

も達が身につけたものだと思います。

運動会を平日開催としたことで、観覧がかなわな

かった保護者の皆様にはお詫び致します。また、お

仕事を休んで応援に駆けつけていただいた皆様、ま

た、マスク着用や間隔を空ける等、新しい生活様式

に則った観覧へもご協力いただきましたことに感謝

申し上げます。職員一同、様々な制約の中でも、子

ども達の学びを止めない工夫と配慮を継続します。

今後の教育活動でも、保護者地域の皆様の期待と

信頼に応えられるよう、職員一同、精一杯努めて参

ります。
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リモート会議の模擬体験を兼ねて、小中合

同の研修会を行いました。ＧＩＧＡスクール

構想におけるリモート授業の準備としても、

校舎が離れた小中職員の打ち合わせへの活用

としても可能性が広がりそうです。

機器の取り扱いはもちろん、聞き取りやす

い話し方、音声を使わないハンドサインを使

う方法等が有効だということも実感できる研

修でした。

図書館司書の永井さんの読み聞かせも再開して

います。しっかり距離をとった上で、学年を限定

して実施するという感染対策をした上での実施と

なりました。いつもよりは少ない人数で、座席間

隔も空けています。

図書館との連携については、少しずつ再開をし

ています。11月には高学年のブックトークを開

催する予定です。

学校では、下のように子ども達と３つの約束をしました。

「 」、「 」、 。① こそこそ ひそひそ 嫌な気持ちになる言葉は言わない

② 「こそこそ 「ひそひそ 、嫌な気持ちになる言葉を言ってい」、 」

。る人といっしょになって話さない

③ 全ての病気で休んでいた子が学校にきたら、元気になったこ

と、大変だったことを感じてあげよう。 さべつ

小清水町内の一人暮らしのお年寄り３０７名に向け

て、全学年でお手紙を書きました。学校生活のことや

メッセージを書いて、お年寄りの皆さんを元気付ける

ためです。

今年は、コロナウイルスによる感染防止のため、一

人暮らしのお年寄り対象の社会福祉協議会事業（春の

バス旅行、秋のお元気ですか交流会）が中止となって

いるそうです。コロナ禍の中、外出機会が少ないお年

寄りの寂しさを少しでも解消できればいいなという思

いを込めて、一生懸命書いていました。



３年生はペットボトルで応援

１年生「５０ｍ徒競走」 名前を呼ばれて元気に「はい」 １年生「たまいれ」

３年生「ラン！ラン！玉入れ」

低学年運命競技「ひもくじビロ～ン」

低学年「紅白全員リレー」 高学年「紅白全員リレー」

２年生 小清水の呼吸弐ノ型「繫大玉」

４年生「絶対に外してはいけない！

」MOVING TARGET!

５年生「どっちがおおい棒」

６年生「最後の体育帽での３本勝負（綱引き・大縄跳び・玉入れ 」）

高学年運命競技「借り人競争」



これまでにない形での学校行事

小清水町立小清水小学校 校長 可児隆洋

11月になり今年度のゴールが遠くかすかに見えてきました。５月の臨時休業が明けてからこ

れまで、制限された中でも学校生活が続けられたことにほっと胸をなで下ろしています。保護

者の皆様におかれては、感染予防対策や日々の健康観察にご協力いただき感謝申し上げます。

学芸会の実施については、過日の文書で次のようにお知らせした通りです。

この頃から大きな状況の変化はありません。また、対応の変更もありません。学校では、合

唱指導を控える等、未だに授業内容は制限されています。その様な中、体育館に保護者をご案

内した場合 「密」の状態を避けられないため、観覧していただくことが難しい状況です。、

近隣の市町村も本町と同様に、学芸会を中止している所もあります。学芸会を実施する場合

も、フェイスシールド装着や換気等の感染対策をした上で、種目制限、観客数制限、観客入れ

替え制等の縮小した形の開催がほとんどです。

これからも、感染症と共存（ウィズコロナ）する状況下で、教育活動をどこまで通常に戻し

。 、ていけるのかを模索していくことが重要な課題となっています 感染リスク回避を前提として

工夫と配慮ができる範囲の中で行事や授業を実施し、子ども達の成長につなげていきたいと思

っています。今後も、これまでに無い形での学校行事の実施となることが予想されますが、こ

の点を何卒ご理解をいただければ有難いです。

※日常の学習の成果

を発表するために準

備を始めている学年

もあるようです。日

程内容等は、それぞ

れの学年からご案内

します。

小清水小学校 学校だより

羽ばたけ
令和２年１０月30日 ＜第１２号＞

「後期行事予定表の変更について」9月１日発出【学芸会の対応について】

従来の形での学芸会は実施できません。代替として、学年毎で教科の学習の成

果を発表する機会を設ける予定です。

下校バス

14:45 15： 45

日1

○ ○2 月 全校朝会

文化の日3 火

○ ○4 水 中学生職業体験学習（２年生３名）

○ ○5 木 ブックトーク５・６年 中学生職業体験学習 ２年生３名（ ）

○ ○6 金 第２回漢字検定15:50～ 16:50

✕11:507 土 土曜授業 ３時間授業・給食なし

日8

○ ○9 月

○ ○10 火

○ ○11 水

○ ○12 木 永井さん読み聞かせ（全校児童）

○ ○13 金

土14

日15

○ ○16 月

○ ○17 火 クラブ ３年生見学 ぐるぐる先生週間 ～２０日 金（ ） （ （ ））

○ ○18 水 おはなしポエム読み聞かせ２年・６年・４年

○ ○19 木

○ ○20 金 おはなしポエム読み聞かせ１の２・５年・１の１・３年

土21

日22

勤労感謝の日23 月

○ ○24 火 参観日（１～３年） 教育相談（～12/10）

○ ○25 水 参観日（４～６年）

○ ○26 木 集団下校訓練

○ ○27 金

✕11:5028 土 土曜授業 ３時間授業・給食なし

日29

○ ○30 月 職員会議（１２月分）

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/



児童生徒仲良しコミュニケーション活動」と題して、オホーツ「

、 、 、ク管内の小学校 中学校 高校の代表によるリモート会議が開かれ

管内の小学校代表として小清水小学校児童会が参加しました。

会議では、各学校において取り組んだいじめの防止活動の内容等

についての成果が発表されました。

高校生から報告のあったビデオレターや合い言葉の実践を聞いて

自分達のこれまでの取り組みを振り返ったり、中学校や高校の話

を聞いて自分の学校での

取り組みに生かしたいと思

うことを発表したりしまし

た。

中高生顔負けの二人の堂

々とした話しぶりは、リモ

ート参加を見守っていた大

人達も驚いていました。

ネットいじめ防止の合い言葉】【

か かってに広めない

し 知らない人に会わない

わ 悪口を書き込まない

も もういちど見直す

ち ちゃんと守ろう４つのルール

暖房は入っていますがどう
しても室温は下がってしまい
ます。窓際の子は特に寒くな

厚着ります。いつもより少し
。での登校をお願いします

登校前の検温も引き続きご
。校内の協力をお願いします

ママスク着用も継続です。
ことで、他の感スクをする

染症も予防できています。

ホールから2年生教室
に向かう廊下と児童会室
から給食センターの交差
点に、くまのプーさんが
います。みんなが廊下を
走ってケガをしないよう
廊下の真ん中で見守って
いるのです。最近は、Ha
lloween仕様になって座
っています。
プーさんのおかげで、

廊下を走る人は減ってい
？るかな

２年生の生活科では、実際に仕事を体験したり、働いて
いる人と話したりすることで、まちの人が地域のためにし
ていることを学びました。

、「 」「 」「 」今回は 小清水中学校 猫カフェCORON 愛ホール
の３つの施設を見学し、それぞれで学んだことを新聞にし
ました。
保護者や地域の皆さんにも，２年生の
頑張りを知っていただくためにホームペ
ージに作った新聞を載せています。
ぜひ、ご覧ください。

教室環境の整備は、児童が落ち着いて学ぶ場を作るために必要なことです。授業が始まる前に「黒板をきれ
いにふく「机をそろえる「落ちているごみを拾う」など、教室を学習する場としてきれいにするのはあたり」 」
まえのことです。
机の上も同じです。使わない物はしまい、使う物だけを机の上に出して、机の上を整理整頓することはあた

います。りまえのこととして小中の職員全員で指導して

１年生のみなさん
の机の上は、いつも
きれいに整理・整頓
されています。
４月にはった名札
が今でもきれいにの
こっているのもすば
らしいですね。

さすが２年生で
す。すこし広めに写
真を撮っても、全員
の机の上が整理され
ていました。
グー･ペタ･ピンの
姿勢がきちんとでき
ていました。

３年生は体育で教室
にはだれもいません。
しかし、机の上には、
次の時間の準備がして
ありました。もちろん
きれいに整理されてい
ます。
机や椅子がきれいに
並べられていて、次の
時間も気持ちよくすぐ
に授業が始められるで
しょう。

必要な筆記用具だ
け机の上に出して学
習します。
座り方、鉛筆の持
ち方までお手本通り
です。写真をとって
いるのも気付かずに
集中していました。

悪天候で延期になっていたコンサートが10
月10日に開かれました。待っていたかいがあっ
たのか気持ちの良い秋空の下での屋外コンサー
トでした。
今回のコンサートは、
「施設で働いている人に、感謝と激励を！」
「入居している方達には元気と笑顔を」
この二つの目標を掲げての演奏でした。

今年は、感染症の影響で観客を前にしての演
奏が一度も出来ていませんでした。ですから、

、 、ほどよい緊張感の中 演奏後の盛大な拍手には
本当に嬉しそうでした。

。今後は校内コンサートも企画されるそうです
楽しみにしたいと思います。

小清水の子ども達は、授業に
集中するために、必要なもの以
外は机の上に置きません。
低学年から机上に筆入れを

置かないようにしています。


