
運動会閉会のご挨拶に代えて

小清水小学校 校長 可児隆洋

◆６月２日（金）夕方

場所取りが始まるころ、風雨が強まり始めました。集まった皆さんが

口々に明日の開催の不安や励ましの言葉をいただく中で、一部機関が報

じていた終日「曇り」の予報だけを願い信じて、翌日まで開催判断を持

ち越しました。

◆６月３日（土）早朝

夜中屋根をたたく雨音を聞きながらも、まだ希望をもっていた５時。

雨とグランド状態を見て、土曜日の開催をあきらめました。早朝から運

動会の準備をして下さっているご家族の皆さんに少しでもご迷惑がかか

らないようにという考えもあり、連絡網をいつもより早い５時30分スタートとさせていただきました。一部連絡網が遅

延したり、メールの不達があったりしたこともあり、ご迷惑をおかけしたところはお詫び申しあげます。

◆６月３日（土）午前中

日曜日開催と火曜日開催、両方の準備を進めながら、

天気予報等で情報収集の末、10時の時点で火曜開催の

判断をさせていただきました。

この間、多くの保護者のみなさんにご意見をいただい

た上で校長として判断し、ＰＴＡ会長に説明した後、皆

さんへの延期連絡となったという次第です

◆６月４日（日）

日中も降り続く雨に、少しの安堵感と、悪化するグラ

ンド状態への不安感の中でテントにたまる雨を落としに

行く教頭先生を何度か見送りました。

◆６月６日（火）

これ以上ない晴天のもと、子ども達が力いっぱい走り、楽しく演技し、運動会を立派に終了することができました。

一年生にとっては初めての運動会、六年生にとっては小学校最後の運動会となりました。それぞれの目標を持って、汗

をかき、声を出し、精いっぱい係の仕事をやりとげたという爽やかな表情が満ちあふれていました。きっと思い出に残

る運動会になったと思います。

結びになりますが、ご来賓の方々、地域の皆さま、保護者の皆さま、平日の運動会にもかかわらず、早朝から本校の

運動会をご覧いただき、お励ましいただきましたこと、厚くお礼申しあげます。今後とも小清水小学校の教育活動にお

力添えいただければ幸いと存じます。ありがとうございました。
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すこし効き目が遅かったけど…

火曜日にむけて準備を整えた６年教室

45名が入場します。６年生
今年は、学級目標BEST！を合い言葉に
ひとり一人が持てる力の全てを出し切る事を目標に頑張ります。
輝く６年生に熱い声援をどうぞ宜しくお願いします。

今年から高学年の仲間入りをした 。身も心も大人になった姿を５年生
競技でお見せします。お楽しみに！。

次は、 36名が入場します。今年から高学年の一員として、運動4年生
会の係の仕事にも挑戦します。みんなやる気十分です。応援宜しくお願いし
ます。

今年の は全員で41名です。昨年まで2クラスだったのが1クラス3年生
になったので大人数です。教室はかなり狭いです。今日は広いグランドで元
気いっぱいに走ったり踊ったりします。どうぞたくさんの声援をお願いしま

す。

、 。 。次は 44名が元気に入場します この日のために一人ひとりが力を合わせて一生懸命練習をしてきました2年生
みなさん、たくさんの声援をよろしくお願いします。

お待たせしました！元気あふれる 42名の入場1年生
です。ごらん下さい。入学からたった2ヶ月ですが、たの

もしく、りりしくなったこの姿。練習してきた成果を出し
切るために、大きなグランドをかけまわります。大きな声
の応援、よろしくお願いします。

昨年までのブルーシートから、コンテナの上

に公務補さんが布を貼った板を渡して椅子席に

なりました。

今年は一段と応援の声がに熱がこもっていた

のも、この椅子のおかげでもあります。

10回注意するよりも、環境を見直すことで

子ども達を変えられる良い例となりました。



氏 名 校務分掌等

校 長 可 児 隆 洋 教務部 時田 雅子

教 頭 小 原 裕 二 岸本 貴之

学 年 １組 沢田 早生２組

１ 年 澤入 弥生 坂田 詩奈 片桐 明枝

小林 健太

２ 年 安瀬 由江 土橋 由里 澤田明日香

川崎 勝美生徒指導部

３ 年 川崎 勝美 渡辺 岳男

土橋 由里

４ 年 島田 琴美 久世 瞬一

谷川祐介

島田 琴美５ 年 渡辺 岳男 研修部

澤入 弥生

安瀬 由江６ 年 神山 達郎

阿部 昭紀

すみれ１ 二階堂 美由紀 佐藤 初江保健体育部

すみれ２ 久世 瞬一 神山 達郎

すみれ２ 谷川 祐介 坂田 詩奈

つくし 片桐 明枝 佐藤 悠哉

つくし 佐藤 悠哉 塩川 祐子

くるみ 阿部 昭紀 鼻田 藍子

さくら 沢田 早生 支援部 塩川 祐子

ひまわり 岡本 美佳 二階堂美由紀

ことば１ 塩川 祐子 岡本 美佳

ことば２ 小林 健太 事務部 佐藤岳詩

教務主任 時田 雅子 岸本貴之道徳

推進教師算数少人 岸本 貴之

養護教諭 佐藤 初江 沢田早生英語活動

推進教師栄養教諭 鼻田 藍子

事務職員 佐藤 岳詩 渡辺岳男・沢田早生金管バンド

町費教諭 澤田 明日香 時田 雅子中学校兼務

新国百合香 壹ツ石健太郎支援員 片山 登 小学校兼務

支援員 田中 拓夫

支援員 富田 幸恵

公務補 鈴木 将太

ﾁｬｰﾙｽﾞＡＬＴ ｽｴｯﾄﾗﾝﾄﾞ,ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾝ

本年度から実施している小中一貫教育についての実施

内容及び課題の検討、実施内容の検証等を行うため、小
清水町小中一貫教育推進委員会を新たに設置することに

なりました。
当該委員の選出にあたり公募の結果、下記の２名の方

にお願いすることになりましたことをお知らせします。

６年保護者 山田英明 様（ＰＴＡ会長）

４年保護者 高橋隆仁 様（ＰＴＡ副会長）
※公募による希望者が無かったため、

PTA役員による互選となりました。

美幌旭小学校から６月１

日付けで着任しました。

谷川祐介先生です。

５年前にも小清水小学校

で勤務されたこともある先

生です。先月お休みに入っ

た加藤先生の代替としてお

世話になります。

よろしくお願いします。

小清水町戦没者追悼式（町主催の公式行事）への参列について

平成27年（2015年）から小清水小学校５学年が道徳授業の一環として参加し
ているものです。
今年度も６月16日（金）に参加することとなりました。当初、体力テストを予

定していたところですが、例年通りに参加することとなっていたため、体力テスト
の日程を変更しました。同時に今年度は中学校が参加できない旨の連絡もいただき
ました。
４月の参観日に於いて、小中一貫教育・土曜授業についての説明をさせていただ

、 。いたのと同様に この追悼式参列の目的等についての説明も必要だと感じています
この場をお借りして、あらためて追悼式参加の意義を確認し、学校の教育活動で

ある「道徳」として何をねらうのかを説明をさせていただきます。
本教育活動の趣旨説明を読んで頂いたうえで、参観日等の機会に「皆様の声」を

学校まで届けて頂ければ幸いに存じます。

１ 戦没者追悼式の意義

、 。戦争の悲惨さや命の尊さについて 戦没者を追悼し平和を祈念することを通じて不戦の誓いをすること
戦争の犠牲となられた方々のご冥福をお祈りすると共に悲惨な戦争を再び繰り返さないよう恒久平和を祈
念すること。

２ この行事参列によって、道徳として指導すべき内容

(1) 時と場をわきまえて、礼儀正しく真心をもって接すること
児童には、礼儀作法について正しく理解し、時と場をわきまえた適切な言動を求めたいと考えます。礼

儀の形にこめられた相手を尊重する気持ちを考えさせることなどを通して、自然な言動として相手の立場
に立って心のこもった接し方ができるように指導していくことを大切にしていきます。

(2) だれに対しても思いやりの心をもち、相手の立場に立って親切にすること
どの場面でも、相手の立場に立つことが大切です。どのように接し、様々な場面で、何が相手のために

なるのかをよく考えた言動が求められます。児童が多様な他者と触れ合う体験活動を生かし、思いやりの
心をもつことの大切さについて深く考えられるように工夫したいと考えます。

(3) 生命がかけがえのないものであることを知り、自他の生命を尊重すること。
高学年は、生命の誕生から死に至るまでの過程を理解することができます。また、今の時代、生命のか

けがえのなさを自覚できるようにすることが重要です。自他の生命を尊重し力強く生き抜こうとする心を
育てるとともに、生命に対する畏敬の念を育てることを大切にしていきます。

(4) 郷土や我が国の伝統と文化を大切にし、先人の努力を知り、郷土や国を愛する心をもつこと。
郷土を愛する心が児童の内面から自覚されることが大切です。そのためには、郷土や我が国の発展に尽

くした先人の努力を知ることが必要です。

。(5) 外国の人々や文化を大切にする心をもち、日本人としての自覚をもって世界の人々と親善に努める
。 、 。国際理解と親善の心も育てなければいけません 国際化への対応は 今後一層重要になってきています

外国の人々が、我が国と同じようにそれぞれの国の伝統と文化に愛着や誇りをもって生きていることを理
解し、これを尊重するとともに、我が国の伝統と文化についての理解を深めさせたいと考えます。



気持ちよく暮らせて安全な学校にするために
小清水小学校長 可児 隆洋

子ども達に聞いてみるとします。廊下を走ったことが無い人はどれくらいいるでしょう。おそらく誰も手を挙

げないでしょう。小学校の廊下歩行の指導は、今始まった問題ではありません。何十年も前から取り上げられて

います。そして、小清水小学校だけではなく、日本全国の小学校で指導が続けられている問題です。

なぜ、子ども達は走るのでしょう 「早く遊びに行きたいから 「急ぐ用事があるから 「楽しくなってついつい。 」 」

…」様々な理由がありそうですが、そもそも『子どもは走ってしまうもの』なのかも知れません。歩き始めた小

さな子どもでさえ、スーパーの駐車場で走り出してヒヤッとすることがあるくらいです。

普段から私達は 「明るく、元気で、活発」な子どもになって欲しいと言っているのにもかかわらず、廊下だけ、

は「静かに、前を向いて、歩きなさい」と指導しているのですから子ども達も戸惑っているのかも知れません。

しかし、だからといって廊下を走っていいわけではありません。なぜなら、学校は「公共の場 、つまり多くの」

。 。人が集まって生活をする場だからです 学校はみんなが気持ちよく安全に生活できなけばいけない場所なのです

３月にも臨時の全校朝会で廊下歩行について指導しました。楽しく走っている人たちの周りに、いやな思いを

している人、怖い思いをしている人がいることを知って欲しかったからです。

学校に限ったことことではありません。多くの人が集まる「公共の場」では、気持ちを抑え、人に迷惑を掛け

ないような行動ができなければいけません。学校のみんなが『走りたくなる自分の気持ちを抑え、周りの人々の

ことを思いやる』ことで、気持ちよく安全に学校生活を過ごすことにつながります。

先日、学習担当の先生から先生方に向けて、学級のルールで「～してはいけない 「～はだめ」というマイナス」

な言葉が並んでいませんか？「～しよう 「～を守って気持ちよく」というプラスの言葉に変えましょうという提」

案がありました。プラスの言葉には、自分の意志や判断、自ら進んでという強い気持ちが入ります。心がこもり

ます。

同じ時期に 生徒指導の先生が廊下を半分に分けるテープを貼って 廊、 「

下は右側を歩こう」と呼びかけました。その日をさかいに右側歩行を意

識する子が増えました。

先生方も現状を改善するために様々な指導の工夫を重ねています。近

いうちにテープははがされるでしょう。それでも見えないテープを意識

し、周りの人を思いやる心を大切にする子ども達が増えてくれば、小清

水小学校は、みんながもっともっと気持ちよく安全に生活できる学校に

なると信じています。
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歩こう歩こうゆっくりあるこうかめかめ大作戦！

下校バス

14:45 16:00日 曜

（ ）日 16:05 金

土1

花フェスティバル金管バンド出演13:00～「道の駅」2 日

○ ○3 月 全校朝会 委員会活動

○ ○4 火 永井さん読み聞かせ（２０分休み）

○ ○5 水 遠足

○ ○6 木 研修日 全学年5時間授業

16:107 金 ６年中学校登校日 ○

５年レク学校キャンプ8 土

５年レク学校キャンプ9 日

○10 月 ４時間日課 特13:30

○ ○11 火 ５時間日課

○ ○12 水 （遠足予備日）

○ ○13 木 ブックトーク（５・６年 ３・４校時）

16:1014 金 ブックフェスティバル（４年 ３・４校時） ○

土15

日16

海の日17 月

○ ○18 火 クラブ③

○ ○19 水

○ ○20 木 サポートタイム③

16:1021 金 １学期終業式 ○

土22

ふるさと祭り 金管バンド・よさこい5･6年出演23 日

登校便あり 下校10:4024 月 強化学習①

登校便あり 下校10:4025 火 強化学習②

登校便あり 下校10:4026 水 強化学習③

６年レクキャンプ27 木

６年レクキャンプ28 金

土29

日30

日31

６月２８日(水）は参観日でした。たくさんの保護者の皆様に参観していただき、ありがとうござ

いました。入学、進級してから３ヶ月たちお子様の成長は見られたでしょうか。今度とも小清水小

学校の教育活動にご理解、ご協力をお願いいたします。



全国体力・運動能力、運動習慣等調査が小学校５年生を対象に全国で実施されます。

、 。 、小清水小学校では この体力テストを全校一斉で実施しています このテストにより

各児童生徒の体力・運動能力や運動習慣、生活習慣、食習慣等を把握し、学校における

体育・健康等に関する指導の改善に役立てます。

、 、縦割りのやまびこ班なので 高学年の子ども達が低学年の子ども達をお世話しながら

それぞれの体力テスト会場を回りました。結果については、まとまり次第皆様にお知ら

せすることになります。

【体力テスト種目】

昼休みにミニコンサートが開かれました。金管
バンドにとっては、今後のフェスティバルやコン
クールに向けての場慣れが目的です。全校の子ど
も達は多目的ホールいっぱいに響く、かっこいい
演奏に時間を忘れて引き込まれていました。

確かな学力の向上を図るためには、子どもたちが落ち着いた雰囲気の中で学習に集中で

きる環境づくりに取り組むことが必要です。そのためには、学びの基盤となる学習規律・

生活規律を子どもたちに身に付けさせることが大切です。

参観日の子ども達の様子はいかがだったでしょうか。学習規律は、教室を学習する場と

し、学級を学習する集団とするための土台です。これは、自然に確立されていくものでは

なく、教師の意図的・計画的な

指導によって、身に付いていく

ものです。

また、児童の守るべき学習規

律は、教師も守るべきものです。

学校内の先生方で共通理解を図

り全員で指導しています。
指名されたら、元気に「ハイ」 みんなに聞こえる声で発表

図書委員会の「もっと本を読んで

欲しい」という願いから生まれたの

が図書ポイントカードです。

本を一冊借りる毎にポイントがた

まっていきます。ポイントがカード

いっぱいになると・・・。なんとも

現代風の取り組みですが、初日の貸

出窓口はいつもの図書委員の人数で

はさばききれない人がおしかけまし

た。

これからの学校は、

「地域とともにある学校」を目指します。地域の様々な機関や団体等のネットワーク化を図り、地域、

学校、家庭が相互に協力しあい、小清水町全体で学びを展開させていただくのが理想です。

の第一弾として、「地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えていく活動」

小清水在住の版画家、 に協力していただきました。図書室での牛の版画作品の展示と、冨田美穂さん

６年生の版画制作のお手伝いをお願いしました。

作品の題材提供には、中里の に協力していただきました。大出農場さん

大出さんには、牛の撮影の協力だけではなく、ヨーグルトまでごちそうしていただきました。

地域ネットワークの要として協力していただいたのがＰＴＡ会長の です。山田ＰＴＡ山田英明さん

会長には学校の目指しているものをご理解いただき、学校と冨田さんと大出さんを繋げていただきまし

た。皆さん本当にありがとうございました。

版画の完成はまだまだ先になりますが、この成果

を協力していただいた皆さんをはじめとして保護者

の皆さんにお見せできる日を楽しみにしています。

動かないでね～

めっちゃ おいしい！！

美人ならぬ美牛

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。


