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◇◇◇学校教育目標◇◇◇
学び高めあう子
（知育）
心豊かな子
（徳育）
強くたくましい子 （体育）

～ご入学・進級おめでとうございます！～
４月６日、山形小学校第１１９回目の入学式が行われました。今年度は９名（男子１名、女子８名）の新
入生を迎えての式でした。担任の髙橋 沙綾教諭を先頭に入場してきた１年生は、歓迎の拍手の中、体育館
を行進し、自分の席に着きました。呼名では、一人ひとり名前を呼ばれると「はい」ときちんと返事ができ
ましたし、話を聞く態度もたいへん立派でした。
今年度は、小国小学校との統合という新しいス
タートの年でもあります。９人の新入生はもちろ
んですが、すべての子どもたちが、これからの小
学校生活でたくさんのことを学び、たくましく成
長していくことを期待しております。そのために
も、一人ひとりの子どもに向き合い、全職員で支
えていこうと思います。子どもたちにとって大事
な小学校生活が、楽しく充実した日々となるよう
努めてまいります。
１年間よろしくお願いいたします。
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◇３０年度入学生◇
氏 名
性別
砂川 喜和満
女
韮澤 瑞姫
女
谷地 一輝
男
皆川 凪花
女
下斗米 悠
女
木地谷 一歌
女
下舘 百望
女
小渡 寧心音
女
澤口 朋花
女

◇３０年度 山形小学校 教職員◇
氏 名
担任・担当
西條 剛志
大澤
滋
総務・ＰＴＡ
髙橋 沙綾
１年・図書
日影 新之介
２年・生徒指導
野宮 梨穂
３年・情報
佐藤 良子
４年・教務
藤村 誠毅
５・６年・研究
上柿 裕美子
ニコニコ学級・特別支援
羽柴 悦子
保健主事
中村 一恵
庶務・経理 ＊霜畑小兼務
佐藤 朋子
給食センター勤務
蒲野 康将
用務全般
すこやかサポート
伊藤 妙子
５・６年複式学級学習支援
かがやき支援員
笹花 鈴子
１・２年学習支援
職 名
校 長
副校長
教 諭
教 諭
講 師
教 諭
教 諭
教 諭
養護教諭
主 査
栄養教諭
用務員

＜授業の１コマ＞
お話の聞き方や返事がとても上手な１年生です。

３０年度の学校経営について
学校教育目標 「かしこく、やさしく、たくましく生きる子ども」の育成
○学び高め合う子（知） ○心豊かな子（徳） ○強くたくましい子（体）

◇学校経営の重点◇
◇新学習指導要領の基本方針をもとに、学習指導の充実を図り、児童の主体的な学習意欲を喚起し、
基礎・基本の定着と学力の向上を図る。
◇復興教育および特色ある教育活動を推進し、人との触れ合いを通して、心豊かな児童の育成を図る。
◇家庭や地域との連携を密にし、まなびフェスト等の共有の目標達成を目指した学校づくりを進める。
◇学校の仲間と助け合ったり、家族や地域の一員としての役割を果たしたりして、人や地域との関わ
りやつながりを大切にする児童を育成する。

子ども

○
○
○

～めざす学校の姿～
学ぶ喜びとふれ合いのある、生き生きとした学校
明るくきれいで、あいさつと笑顔あふれる学校
地域を知り、地域から信頼され、地域と連携する学校

教職員

勉強がわかったと目を輝かせている子どもたち、友だちと夢中になって遊んでいる子どもたち、
困っている友だちがいれば寄り添っている子どもたち、おもいきり笑っている子どもたち、汗だく
になりながら走り回っている子どもたち･････そんな子どもたちがいっぱいの学校にしたいです！
私たち教職員は、すべての子どもたちに寄り添い、支え励まし、ともに進んでいきます。

新しい先生方の紹介
◇佐藤 良子先生（４年担任）
この度、小国小学校から転任してきました。
昨年の交流学習で何度か山形小学校の子ども
たちと接する機会がありました。明るいあいさ
つとしっかりした返事、友だちにやさしく声を
かける姿をたくさん見ることができ温かい気
持ちになりました。そんな子どもたちと一緒に
過ごすことができとてもうれしいです。子ども
一人ひとりの良さを伸ばしていけるようがん
ばります。どうぞよろしくお願いします。

◇中村 一恵主査（事務主査）
子どもたちの学校での生活を見ながら、山形小学校の
良さを実感しています。子どもたちが安心して過ごせる
よう努めて参ります。よろしくお願いいたします。

◇野宮 梨穂先生（３年担任）
山形小学校の子どもたちのあいさつ、笑顔が素敵だな
と子どもたちに会ったときに思いました。素敵なあいさ
つと笑顔が毎日続いていくよう子どもたちと生活して
いきたいと思います。１年間よろしくお願いします。

４月の行事予定
５日（木）始業式
６日（金）入学式
１３日（金）身体測定
１６日（月）避難訓練

１７日（火）内科検診
１８日（水）家庭訪問①
１９日（木）家庭訪問② 交通安全教室
２０日（金）知能検査（２・４年）

２１日（土）参観日
２４日（火）音楽朝会
１年生を迎える会
２６日（木）カジカ調査
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◇◇◇学校教育目標◇◇◇
学び高めあう子
（知育）
心豊かな子
（徳育）
強くたくましい子 （体育）

参観日・PTA 総会 ありがとうございました！
今年度、第１回目の参観日が４月２１日にありました。新学期が始まり、意欲に満ちた子どもたちの学習
の様子を見ていただきました。授業参観にはすべてのご家庭からの出席があり、その後の学級懇談会、ＰＴ
Ａ総会、専門部会にも引き続き参加していただきました。
新年度の子どもたちの元気いっぱいの姿をこの１年間大事にしていこうと決意を新たにしました。保護者
の皆様のご協力も引き続きよろしくお願いしたします。

１年：自己紹介ゲームをしました。

２年：たし算のひっ算に挑戦！

４年：音読の工夫を話し合い中

５年：世界地図と地球儀の学習

３年：絵具で模様づくり

６年：ものの燃え方の学習
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３０年度ＰＴＡ役員
会長
副会長
母親委員
監事

永井 克之さん
成谷 義克さん
上村 智聡さん
下舘 俊哉さん
木地谷順子さん
日向 将隆さん
下舘 雄治さん

～１年間、よろしくお願いします～

＜学年理事＞
１年：小渡 慎一さん
２年：下舘 愛子さん
３年：大畑 奈津子さん
４年：清水 幸子さん
５・６年：田中 淳茂さん

【専門部役員】
健全育成部 部長 下舘 聡子さん
副部長 中村 恵さん
澤口 智子さん
保健研修部 部長 中村 美雪さん
副部長 小渡 志穂さん
佐藤美恵子さん

１年生を迎える会

～なかよくなろうね！～

４月２４日は児童会行事「１年生を迎える会」がありました。短い準備期間でしたが、会場の飾りつけや
１年生へのプレゼントなど、それぞれの学年の役割に応じて取り組んできました。当日は、１年生の紹介や
全校ゲームなどがあり、温かな雰囲気に包まれた楽しい時間になりました。

６年生と入場

６年生からの紹介

２年生からプレゼント

ハナカジカ調査
今年も小平沢川のハナカジカ調査に行ってきました。この調査は、川の水質調査も兼ねており、自然
環境の変化を調べる貴重な調査です。今年は全部で４７匹のカジカを確認しました。ほとんどが２～５
ｃｍサイズでした。それから、たくさんの卵の固まりも見つけました。岩手県の希少な野生動物として
「いわてレッドデータブック」にも載っているハナカジカの調査は、日野沢小学校から引き継いだ活動
です。これからも、環境保護も含め学校の特色ある活動として取り組んでいきます。
なお、調査後は周辺のゴミ拾いを行っています。今年は、缶詰の空き缶やカセットコンロの空ボンベ
などがたくさん捨てられておりました。
（・・・ちょっと残念でした。
）

カジカの調査：下流にネットを置き慎重に！

グループごとにカジカや水生生物の確認作業

５月の行事予定
８日（火）炭学習（３年）ＰＴＡ役員会
９日（水）歯科検診（全学年）
１１日（金）集合学習
１２日（土）ＰＴＡ奉仕作業
１５日（火）集金日
１６日（水）眼科検診（全学年）

２１日（月）心臓検診（１年生のみ）
２３日（水）尿検査（全学年）
２４日（木）運動会予行
２６日（土）運動会
２９日（火）愛山荘すずらん訪問（１・２年）
３０日（水）田植え（３年～６年）

＊「愛山荘すずらん訪問」
：小国小学校の伝統活動「すずらん訪問」を縮小した形で引き継ぎます。活動は
ほんの一部になりますが、小国小学校で大事にしてきた思いは、しっかりと継承したいです。
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◇◇◇学校教育目標◇◇◇
学び高めあう子
（知育）
心豊かな子
（徳育）
強くたくましい子 （体育）

運動会 みんながんばりました！
５月２６日、今年の運動会は、朝から快晴に恵まれ盛大に行われました。小国小学校と統合した今年は、
これまで以上に地域とのつながりを大事にしたいと考えておりました。子どもたちの一生懸命な姿を見てい
ただくことで、今年の山形小学校の雰囲気や子どもたち同士の仲の良さを感じ取っていただきたいと願って
おりました。子どもたちは、とにかく一生懸命でした。声がかれるぐらい大きな声で応援を送っている姿、
最後まで全力で走っている姿、どの競技も真剣そのものでした。会場のたくさんの声援も子どもたちを頑張
らせて下さったのだと思います。また、ＰＴＡレース、綱引き、地域レース、乳幼児レースにもたくさんの
参加があり、運動会を盛り上げていただき大変感謝しております。子どもたちだけでなく、保護者をはじめ、
地域のみなさま全員で作り上げた運動会になったと思います。ご協力、誠にありがとうございました。

応援団長入場

開会のことば（１年生）

赤組 勝つぞ～！

白組 優勝するぞ～！

今年も素敵なマーチング♪

保存会の皆様に感謝！

ＰＴＡレース

地域・来賓レース

パワー爆裂！

愛山荘すずらん訪問
～歌・ダンス・すずらんのプレゼント～
５月２９日に愛山荘訪問に行ってきました。例年、歌とダンスの発表でしたが、
今年から「すずらんプレゼント」を加えました。これは、小国小学校でずっと続けて
きた「すずらん訪問」を引き継いだものです。小国小学校が行ってきたすずらん訪問とは
比べられないほど規模の小さな活動となりましたが、すずらん訪問の思いは大切に引き継いでいきます。
今回プレゼントしたすずらんは、前日の２８日、小国地区の方々が準備してくださったものです。早朝か
らの準備、本当にありがとうございました。

歌は山形小の校歌

運動会のダンスを発表

炭学習に行ってきました！（３年生

一人ひとりにプレゼント

総合的な学習）

山形小学校では、地域の自然や産業などを学習の教材にして総合的な学習を行っております。これま
での学校統合の際に、各学校での特色ある学習を引き継いできたものです。
総合的な学習を初めて学ぶ３年生の学習テーマは、岩手県が全国に誇る「木炭」です。岩手県には県
認定のチャコールマイスター（炭焼きの名人）が１５人いるそうです。なんと、その中のお二人が山形
町の方です。山形小学校では、そのおひとりの韮澤彦蔵さんに炭学習の講師をお願いしております。
今回は昨年１１月に窯入れして完成した木炭を取り出し、乾燥させるために並べる作業を行いまし
た。その後の３年生からの質問タイムでは、子どもたちにもわかるようなやさしい言葉で説明をしてい
ただきました。

炭焼き窯から取り出し、運びます！

質問タイム･･･真剣にメモしています！

６月の行事予定
５日（火）陸上現地練習
６日（水）体力テスト
８日（金）青少年劇場
１５日（金）集金日、集合学習
１９日（火）身体測定

２０日（水）陸上記録会、お弁当日
２２日（金）陸上予備日、お弁当日
２７日（水）プール開き
２９日（金）親子防災教室（５校時）
教育講演会（６校時）

後日、チラシを
配布します。
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◇◇◇学校教育目標◇◇◇
学び高めあう子
（知育）
心豊かな子
（徳育）
強くたくましい子 （体育）

親子防災教室～防災グッズをつくろう～
山形小学校では今年から防災教育に力を入れています。これまでは被災時の対応行動を学ぶ避難訓練が中
心でしたが、今年から学習内容の幅を広げ「防災行動・防災知識・共助」について学ぶ防災教育を計画して
います。今回は、その第１回目として「親子防災教室～身近なもので作る防災グッズ～」というタイトルで
行いました。
体育館に地区子ども会ごとに整列したあと、最初に「新聞紙スリッパ」を作りました。作り方はとても簡
単で、新聞紙１枚を使い自分の足の大きさに合わせたスリッパが作れます。片足分は担当者の説明を聞きな
がら一緒に作りました。もう片方もあっという間に完成させました。たった１枚の新聞紙ですが、裸足で歩
くのと新聞紙スリッパをはいて歩くのは大きな違いがありました。ペットボトルのキャップを敷き詰めて作
った「悪路」を歩いてみると、その効果がはっきりとわかりました。裸足では痛くて歩けない場所も新聞紙
スリッパをはけば苦にせずに歩けることを実感できました。
次に作ったのは、
「キッチンペーパーマスク」です。台所用品のキッチンペーパーを蛇腹に折り、輪ゴムで
耳かけを作れば完成です。埃を防ぐには、これだけでも十分効果があります。どちらも必要な事態にならな
いことがよいのですが、いざという時のために知っておくことはとても大事なことです。楽しみながらの活
動をとおして防災について考えてほしい・・・そんな願いを込めた今回の親子防災教室でした。
スリッパ作りの説明

ＰＴＡ会長さん親子(^^)

マスク作りの説明

お父さんの参加も多かったです
明

スリッパの効果を確認！

あっという間に完成！

陸上記録会

自己ベスト続出！

６月２０日（水）
、久慈総合運動場（サン・スポーツランド）を会場に第１３回久慈市小学校陸上記録会が
行われました。山形小学校からは１５人の選手が出場し、自己ベストを目指しました。運動会後からの短い
練習期間でしたが、子どもたちは一生懸命練習に励んできました。人数が少ない山形小学校は、運動の苦手
な子も選手になります。しかも、どの子も一生懸命努力ができる
すばらしい子たちです。この陸上記録会への出場も一人ひとりを
成長させる大きな機会となったと思います。
～入賞は以下のとおりです～
◇５年男子２００ｍ
第３位 大畑 勢那（記録 ３３秒７）
◇６年男子走り幅跳び 第８位 永井 陽都（記録 ３ｍ４３）
◇６年男子ソフトボール投げ 第７位 日向 爽良（記録 ４６ｍ２３）
◇６年女子走り高跳び 第７位 田中 陽葵（記録 １ｍ０５）
◇６年女子ソフトボール投げ 第６位 宅石 希 （記録 ３０ｍ６３）

教育講演会

七夕集会＆お別れ会

参加ありがとうございました！
６月２９日親子防災教室の終了後、図書室に移動
し教育講演会（家庭教育学級）を行いました。講演
タイトルは「思春期の子どもの理解と対応～心理学
的理解を日常生活に生かす～」というもので、講師
はスクールカウンセラーの福﨑先生にお願いしま
した。臨床心理士という専門的な立場から、子ども
の反抗をどのように理解し、対応すればよいのかを
話していただきました。
子育てをしていく中で誰もが経験するような場
面をもとにしたお話は、子どもの心理状態を理解す
るのにとてもわかりやすかったです。講演後の感想
には「夫婦で聞きたい内容だった。
」というものも
ありました。
短い時間設定に
なってしまいまし
たが、有意義な時
間を過ごすことが
できました。たく
さんのご参加、あ
りがとうございま
した。

７月６日は七夕集会の日でした。また、この日は
５・６年生の外国語活動の先生（エリカ・ブロック
さん）とのお別れの日でもありました。
体育館に集合した後、縦割り班ごとに集まり、そ
れぞれの願い事を発表し合いました。それから、笹
竹に飾りつけをしました。完成したものは、校舎内
に飾ってあります。
最後にエリカ先生とのお別れの会を行いました。
エリカ先生は１年間の
勤務を終え、出身地のア
メリカに帰国すること
なりました。エリカ先生
は山形小の子どもたち
が大好きで、今年の運動
会も見に来てくれまし
た。そして、ＰＴＡレー
スとＰＴＡ綱引きにも
飛び入り参加し子ども
たちからも大声援を送
られていました。

エリカ先生 お元気で！

７月の行事予定
６日（金）七夕集会
１２日（木）たてわり遊び
１７日（火）音楽集会、集合学習
１９日（木）しらかば号
２３日（月）スポーツ笑顔の教室

２４日（火）～２６日（木）午前授業
２６日（木）期末面談
２７日（金）終業式
防災教育第２弾
２８日（土）防災キャンプ①
２９日（日）防災キャンプ②
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学び高めあう子
（知育）
心豊かな子
（徳育）
強くたくましい子 （体育）

大きく成長した１学期 ～充実した夏休みを！～
今年の１学期は、４月５日の始業式からスタートしました。この日は、小国小学校統合という新しい歴史
の始まりの日でもありました。小国小から２名、さらに転入生２名を新たに加えての出発でした。翌日は入
学式。元気いっぱいの９名の１年生が入学し、全校児童は６２名となりました。
「学ぶ喜びとふれあいのある生き生きとした学校」
「明るくきれいで、あいさつと笑顔あふれる学校」
「地域を知り、地域から信頼され、地域と連携する学校」を目指してスタートした１学期は、日々の授
業はもちろん学校行事、縦割り班活動など、子どもたちの元気
いっぱいの姿がたくさん見られました。子どもたちが自己評価し
た「まなびフェスト」の結果からも一人ひとりのがんばりが伝わっ
てきました。おかげさまで、大きな事故等もなく、無事１学期を
終えることができました。保護者の皆様、地域の皆様のご協力、
たいへんありがとうございました。
さて、本校の夏季休業は、７月２８日から８月２０日までの２４日
間です。事故やけがのない安全で楽しい夏休みを過ごしてほしい
です。家族や地域の方々とのふれあいが楽しい夏休みにつながる
と思いますので、子どもたちへの声がけや見守りをしていただけ
れば幸いです。

【児童会執行部代表のあいさつ】
「１学期のふり返りと夏休みの生活」
５年 宅石 朱希
今年度の児童会スローガンの「明るく助け合い笑顔あふれる山形小学校」をめざし、１学期は運動会
などの行事や集会、そして、毎月の生活目標を意識して生活してきました。
１学期の取り組みで良くなったことはろうか歩行とみんなの仲が深まったことです。ろうか歩行では、
はじめは走ったり、左側を歩いたりする人がたくさんいました。ですが、ろうか歩行の放送を聞いたり、
「ろうかは走らない」というはり紙を見たりして、一人ひとりが意識を高めることで正しくろうかを歩
く人が増えました。集会や行事などでは、クイズやゲームを楽しむだけでなく、友だちの話を真剣に聞
く姿が見られました。友だちのことをたくさん知って仲が深まったと思います。この二つのことをぜひ
２学期も続けていきましょう。
明日から夏休みです。学校の時よりもいろいろな人と会う機会があると思います。大きく明るい声で
あいさつをすることを心がけましょう。また、長い休みなので生活が乱れないように気をつけなければ
いけません。自分の決めた一日の予定を守り、規則正しい生活を意識しましょう。

１年生を迎える会

運動会：元気いっぱいの応援

七夕集会：願い事の交流

代表児童の１学期の振り返り作文
「成長のあかし」 ５年 下舘 大輝
ぼくが１学期にできるようになったことは二つ
あります。
一つ目は、自分から進んで意見を出すということ
です。初めは、他の人の意見を聞き、その人の意見
を賛成か反対かしか言っていませんでした。だけ
ど、５年生になってからは、どの教科でも意見をだ
し、自分から進んで話せるようになりました。進ん
で意見を出そうと意識することで、考える力もつい
てきたと思います。２学期もこのことを忘れずにた
くさん意見を出していきたいです。
二つ目は、毎日のめあてを意識して生活すること
です。去年、先生に
「できたには２種類あります。一つ目は意識しな
いでもできた。二つ目は意識してできるようになっ
たです。どちらが意味のあることだと思いますか。」
と聞かれ、ぼくは意識しての方だと思いました。し
かし、４年生の時にはあまりできていませんでし
た。でも、その時言われたことを意識して生活して
いたら、だんだんできるようになってきました。５
年生になった今では、めあてを意識して生活するこ
とができるようになりました。このことも忘れずに
２学期も生活していきたいです。

「１学期をふりかえって」 ２年 永井 敬惇
ぼくが１学期にできるようになったことは二つ
あります。
一つ目は、うんどう会です。どのきょうぎも、お
うえんもがんばりましたが、とくにがんばったの
は、リレーです。うでを大きくふること、手にしっ
かりバトンをわたすことをいしきしてれんしゅう
をたくさんしました。本ばんでは、一ばんいいはし
りができました。リレーでかつこともできて、本と
うによかったです。
二つ目は、かん字大会です。とめ、はね、はらい
に気をつけて、ていねいに書くことをがんばりまし
た。大会では、さいごにしっかり見直しもしました。
そのおかげで、かん字大会では百点をとり、はかせ
になることができました。家に帰ってお母さんに話
したら、
「おめでとう。
」
と、言ってもらえました。とてもうれしかったです。
がんばってよかったと思いました。
夏休みは、２学期のべんきょうが、しっかりスタ
ートできるように、計画てきに学しゅうをすすめた
いです。海やプールに行って、あそぶことも楽しみ
です。

「家庭学習がんばりカード」集計結果

～ご協力ありがとうございました！～

昨年度から山形町内の全小中学校で共通した家庭学習のやりかた（「山形スタンダード」
）に取り組んでい
ます。
「山形スタンダード」１学期の取り組みの様子をまとめてみました。
（４点満点の評価）
１年生
２年生
３年生
４年生
５年生
６年生
取り組む内容
子（親）
子（親）
子（親）
子（親）
子（親）
子（親）
学習時間を守る
3.56(3.78) 3.53(3.4)
3.11(3.56) 3.69(3.23) 3.17(3.14) 3.56(3.33)
宿題をやる
3.78(3.78) 3.67(3.67) 3.33(3.67) 3.92(3.46) 3.50(3.29) 3.67(3.56)
一人勉強をやる
3.56(なし) 2.80(なし) 2.56(なし) 2.62(2.69) 3.17(3.14) 3.44(3.33)
テレビを消して勉強する
3.67(3.89) 3.47(3.33) 3.44(3.78) 3.77(3.62) 2.83(2.71) 3.78(3.56)
ていねいに字を書く
3.56(3.33) 3.27(2.87) 3.22(3.56) 3.54(3.62) 3.33(2.86) 3.56(3.22)
翌日の学習の準備をする
3.33(3.11) 3.67(3.53) 3.33(3.56) 3.62(3.46) 3.33(2.88) 3.33(3.22)
集計結果には、学年によっての特徴が表れました。また、子どもの評価が低い項目は親の評価も低くでて
いることから、子どもの家庭学習の様子をしっかりと見てもらっていることがわかります。２学期は、今回
の評価点の低かった項目に力を入れて取り組んでほしいものです。

８月の行事予定
２１日（火）始業式
２２日（水）集金日
２３日（木）自由研究発表会
２４日（金）身体測定、集合学習

２８日（火） 音楽朝会、カジカ調査
３０日（水） プール納め
３１日（木） 遠足（１～４年）
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２学期・元気にスタートしました！
８月２１日、２学期がスタートしました。朝の様子を見ていると、子どもたちは自由研究をまとめた模造
紙や工作を入れた大きな袋などを手に、ニコニコ笑顔で登校してきました。始業式では元気な声でのあいさ
つや真剣に話を聞く態度など山形小学校の子どもたちの良さがたくさんみられました。体育館が凛とした空
気に包まれ、何とも心地よい２学期始業式でした。
２学期が始まり３日目、１校時の授業を見に行きました。どの学年もすでに集中した学習モードに入って
いました。夏休みぼけなど全く感じられない子どもたちの真剣な姿がとても
まぶしかったです。
２学期もたくさんの行事や活動があります。それら一つひとつのねらいを
しっかりおさえ、子どもたちに確実な力をつけさせたいと思います。どんど
ん成長し続けている子どもたちの「今」を大切にし、充実した２学期にする
ため教職員一丸となって子どもたちの指導にあたります。今学期も、保護者
ならびに地域の皆様には子どもたちのためにたくさんのご協力、よろしくお
願い申し上げます。
友だちの考えを説明しています（２年生）
＜児童会執行部から＞
「２学期のめあて」 ４年 田中 彩遥
（・・・省略・・・）
２学期は、１年の中で一番長い学期です。長いということは、たくさんのことにチャレンジすること
ができ、力をつけることができます。学校行事では、マラソン大会や学習発表会があります。マラソン
大会では、一人ひとりが目標を立てて練習をして自己ベストを出せるようにがんばりましょう。学習発
表会では、みんなで協力し合い、良い発表になるようにがんばりましょう。また、児童会行事では、ク
リスマス集会、１学期にできなかったドッジボール集会などがあります。どれも、一人ではできない行
事なのでみんなと助け合いながら成功させていきましょう。
充実した２学期にするためには自分の目標をしっかり持って決められたルールやマナーをきちんと
守ることが大切だと思います。友だちのことを思いやりながら、明るく助け合い笑顔あふれる山形小学
校にしていきましょう。
＜児童代表作文＞
「２学期がんばりたいこと」
３年 下斗米 音耶
ぼくは、１学期がんばりたいことが二つあります。
一つ目は、係の仕事です。２学期は予定係をやりたいです。なぜなら、１学期の時にやりたかったけ
れどできなかったので２学期はやりたいです。それから、１学期は、係の仕事をたまにわすれてみんな
にやってもらうときがあったので、２学期はわすれないでできるようにがんばりたいです。
二つ目は、学習発表会です。２年生のときは、セリフでつまずいてしまいました。３年生では、２年
生の時よりもむずかしくなるかもしれないので、本番のときにセリフや演技でつまずかないように練習
や本番をがんばりたいです。

「防災キャンプ～自助・共助を学ぼう～」
今年から山形小学校では、防災教育に力を入れています。国内では、東日本大震災後、２年前の台風１０
号の他、集中豪雨による洪水、土砂災害など大きな災害が続いています。さらに、南海トラフだけでなく北
海道千島海溝沿いの巨大地震など今後起こりうる大災害の予測もあります。いつどこでどんな災害にあって
も自分の命を守れる力を子どもたちにつけたい・・・そんな思いで防災教育をスタートさせました。今年の
第１回目は、６月に行った「親子防災教室」でした。身近なもので作る防災グッズをテーマに行いましたが、
「防災について考えるきっかけになった。
」などという感想をいただくなど好評でした。そして、第２回目は、
７月２８日と２９日の２日間を使い「防災キャンプ」を行いました。テーマは「避難所疑似体験」です。学
習内容は、次の４つでした。
① 避難所について学ぼう（必要な物とルールを考えさせる）
② 野外炊事を学ぼう（ポリ袋炊飯、かまど作りの体験）
③ 台風１０号について学ぼう（山形町内の当時の様子を聞く）
④ 被災地支援について学ぼう（支援団体の方の講演）
避難所についての学習では、４つのグループに分かれて避難所
生活に必要な物とルールについて相談し合いました。グループの
考えた内容を発表し合いました。
これからの防災教育にもつながる体験ができ、とても有意義な２日
グループごとの発表会
間になりました。たくさんのご協力ありがとうございました。

ポリ袋にお米と水を入れて･･

台風１０号について
講師は、PTA から成谷副会長と上
村副会長、消防署から清水川さん。
それぞれの立場から、台風１０号
の被害や対応について語っていた
だきました。子どもたちも覚えて
いることや実際の避難のことなど
を話してくれました。

かまどの炭火おこし

体育館にみんなで泊まりました

食用油のランプづくり説明

朝食は、保存食の試食体験
陸前高田で活動している「桜
ライン３１１」の方のお話を
聞きました。支援内容と願い
を聞くことで防災と支援につ
いて学ぶことができました。

◇９月行事◇
１日（土）山形町水泳記録会
４日（火）避難訓練
５日・６日（水・木）宿泊学習（５・６年）
１１日（火）こころとからだの健康観察 １８日（火）集金日、集合学習
２０日（水）マラソン大会
＊給食なしの日：５日（水）はお弁当の日、２６日（木）は午前授業で１２時１０分の下校となります。
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めざせ自己ベスト！～校内マラソン大会～
９月２０日、爽やかな秋晴れの下、校内マラソン大会が行われました。この日まで中休み時間を利用して、
５分間走に取り組んできました。練習でどれだけ走ったかを記録するマラソンカードには走った分の色塗り
をするのですが、中休み時間の５分間走だけでなく、朝や昼休み時間も練習する子がたくさんいました。各
学級では、自分の目標タイムや学級全体の目標タイムを設定するなどして子どもたちが意欲的に取り組める
工夫をしてきました。当日は、全員が一生懸命走り抜きました。応援に来て下さったおうちの方々の声援も
大きな力になったようです。ありがとうございました。
＜１位入賞者＞ ☆大会新記録
男子
記録
女子
記録
１年
谷地 一輝
５分１８秒
小渡 寧心音
４分５０秒
２年
角 洸多朗
☆４分１１秒
小渡 桜咲月
４分２０秒
３年
上村 慧
５分０３秒
田端 羅良
５分０７秒
４年
下舘 羽來
５分１５秒
小渡 四季
５分３１秒
５年
大畑 勢那
９分４５秒
木地谷 凛香
１２分４２秒
開会の言葉
６年
日向 爽良
９分５３秒
田中 陽葵
１１分２７秒

低学年：スタート！！

中学年レッツゴー！

高学年マイペースで！

角 洸多朗くんの「マラソン大会ふりかえり用紙」から
★めあてたっせいのための取り組み
・きろくがたっせいできるように、すききらいしないこと。毎日、
２.２km がんばってれんしゅうする。
★ふりかえり
・今日は、マラソン大会でいちばんいい走りができたし、ドキド
キしたけどめあてに書いた「一位になれるように」がまもれたの
で、とても楽しいマラソン大会でした。来年も今年みたいなマラ
ソン大会にしたいです。きょりは長くなるけど新記ろくが出せる
ようにしたいです。

「山形地区水泳記録会」に出場しました！
９月１日、山形Ｂ＆Ｇ海洋センターにて山形地区水泳記録会がありま
した。本校からは、希望した６人が出場しました。エントリーした種
目では見事な泳ぎで新記録も続出でした。
＜出場者＞
３年 上村 慧、４年 田中 彩遥、４年 清水 想花
６年 上村 悠、６年 蒲野 丈生、６年 田中 陽葵
＊新記録は以下のとおりです。
上村 慧 （３年男子：５０ｍ自由形 ４３秒２５、１００ｍ自由形１分４２秒４４）
田中 彩遥（４年女子：２５ｍ平泳ぎ ２３秒６７）
上村 悠 （６年男子：自由形 １分２８秒４６）
田中 陽葵（６年女子：５０ｍ平泳ぎ ４５秒７６、１００ｍ平泳ぎ１分４４秒５２）

ＩＢＣこども音楽コンクール「優良賞」受賞！
９月１７日、矢巾町の田園ホールで行われた「ＩＢＣこども音楽コンクール」に本校の５・６年生が出場
してきました。山形小学校は合唱がとても上手で、昨年の市内音楽会でも高い評価を受けてきました。特に、
５・６年生は歌うことがとても好きな子たちで、山形小の合唱を支えてきた中心です。今回、自分たちの歌
のレベルアップをめざし、このコンクールに参加することにしました。
ＩＢＣこども音楽コンクールは、１９５３年に始まった「こども音楽コンクール」の県大会です。ここで
選ばれた学校は、東北大会、そして、全国大会へと出場します。それだけレベルの高い合唱コンクールの一
つです。今回、出場した小学校は９校。どの学校も特設合唱部として大会目指して練習を積み重ねてきたと
ころばかりでした。他の学校は３０人から５０人と大人数に対し、山形小学校は５・６年生の１６人です。
子どもたちは会場の雰囲気にのまれることもなく、学校で歌っているときと同じようにのびのびと発表して
いました。クラス合唱として大きな大会に参加することは稀なことですが、歌い切った子どもたちには会場
から一際大きな拍手が送られました。中には涙を流していた観客（他の学校の保護者）もいました。結果は、
優良賞をいただきました。何よりも今回の大舞台で歌えたこと、練習を重ね自分たちでつくりあげてきた歌
をたくさんの方々に聞いてもらえたことが１６人にとってかけがえのない経験になったと思います。当日、
応援してくださった保護者の皆様、スクールバルを出してくださった山形教育室の方々には本当に感謝して
おります。ありがとうございました。
（今回発表した合唱は、山形地区文化祭で発表予定です。ぜひお聞きください。）

最後の練習

ステージ発表直前

発表後の記念写真

～１０月主要行事～
５日（金）稲刈り １０日（水）集合学習 ２０日（土）学習発表会 ２４日（水）ＬＥＤ体験授業
【学習発表会の演目】
１年：
「一休さん」 ２年：
「おばけの遠足」 ３年：
「事件は山形で起きた」 ４年：音楽劇「スーホの白い馬」
５・６年：
「もう一度ハッピーバースディ」
お願い：一斉メールは確実に届いているでしょうか。アドレス変更などをした場合、学校までお知らせください。

〒０２８－８６０２ 久慈市山形町川井１０－１３－１
TEL７２－２００１・FAX７２－３１２９
児童数６２名 教職員数１５名
平成３０年１０月２９日（月）発行 Ｎｏ４１７

◇◇◇学校教育目標◇◇◇
学び高めあう子
（知育）
心豊かな子
（徳育）
強くたくましい子 （体育）

学習発表会大成功！～輝くスマイル６２の星～
１０月２０日、おらほーるを会場に学習発表会を行いました。アンバーホールのスタッフの方にもご協力
いただき、本格的な雰囲気の中での学習発表会となりました。子どもたちは緊張しながらも、全員が一生懸
命演技していました。可愛らしい演技で会場を笑顔にしてくれた１年生「一休さん」
、おどかしたり怖がった
りの演技が上手だった２年生「おばけの遠足」
、衣装と演技がバッチリきまった３年生「事件は山形で起きた」
、
会場の涙を誘った名演技４年生「音楽劇 スーホの白い馬」
、思春期の揺れ動く心の演技に加え、ノリノリダ
ンスとアクションが見事だった５・６年生「もう一度ハッピーバースディ」
、そして、３部合唱に挑戦した全
校合唱「ほらね、
」と、それぞれの学年の良さが伝わってくる演技でした。会場の方々からは子どもたちの熱
演にたくさんの拍手をいただきました。児童会で考えた学習発表会テーマ「みんなで協力して成功させよう！
輝くスマイル６２の星」にふさわしい学習発表会となりました。保護者の皆様には、劇の衣装を始め体調管
理等のご協力をいただきました。ご協力ありがとうございました。

１年「一休さん」

２年「おばけの遠足」

４年「スーホの白い馬」

５・６年「もう一度
ハッピーバースディ」

ＰＴＡ災害募金のご協力ありがとうございました！
学習発表会の会場入り口に設置した「西日本豪雨災害・北海道胆振東部
地震募金」には、たくさんの方からの募金をいただきました。
集まった募金１２５９１円は岩手県ＰＴＡ連合会を通して被災地の方々
へ役立ててもらいます。

３年「事件は山形で起きた！」

全校合唱「ほらね、
」

稲刈り･･･今年は大豊作！
１０月５日、お借りしていた成谷副会長さんの田んぼで稲刈りを行いました。今年は、田んぼの面積を増
やしていただいての米づくりでした。稲には大きな穂がたくさん実り、今年は大豊作でした。５・６年生は、
これまでの経験による手際よさが光っていましたし、３・４年生は刈り方を指導していただきながら一生懸
命刈っていました。天候にも恵まれ、心地よい汗をかきながらの稲刈り体験ができました。
１１月１６日は収穫祭を予定しております。日頃、お世話になっている方々を招いての感謝を伝える会で
すので、当日はみんなでお餅をいただきながら感謝の気持ちを伝えたいと思います。

刈り方の説明

藁でしっかりしばって

どんどん稲架がけ

集合学習が終了しました・・・
今年で４２年目を迎えた集合学習は、１０月１０日に今年度の最終活動を行いました。今年の学習は、音
楽では「物語に合う音楽表現（旋律）づくり」、体育では「フラッグフットボール」を行いました。３校合わ
せて２６人の５・６年生を４つの班に分けての合同学習です。昨年度から顔を合わせている６年生はどの学
校の子とも仲良くなっていますが、初顔合わせの５年生は最初のころは緊張した様子でした。でも、回を重
ねるごとにどんどん仲良くなり、アイディアを出し合いながらリコーダーでの演奏やタッチダウンを狙うた
めの作戦など、活発な学習ぶりが目立つようになりました。
教育的価値の高い集合学習を継続してきた先輩教職員ならびに山形地区の教育行政は、とてもすばらしい
教育活動を残してくださいました。来年度もしっかりと継承して参ります。

仕上げの練習

ブロックプレー成功！

～１１月の予定～
２日（金）参観日、懇談会、
親子手作りおやつ教室
７日（水）脱穀作業：４・５・６年生
８日（木）耳鼻科検診
なわとび集会
９日（金）市内音楽発表会、お弁当の日
１３日（月）炭学習：３年生

みんなで記念写真

１５日（木）集金日、たてわり遊び
１６日（金）収穫祭
＊詳しいお便りがでています。
１９日（月）家庭学習強化週間スタート
＊チェック表を配布します。
２８日（水）山形中学校体験入学

〒０２８－８６０２ 久慈市山形町川井１０－１３－１
TEL７２－２００１・FAX７２－３１２９
児童数６２名 教職員数１５名
平成３０年１１月２８日（水）発行 Ｎｏ４１８

◇◇◇学校教育目標◇◇◇
学び高めあう子
（知育）
心豊かな子
（徳育）
強くたくましい子 （体育）

避難訓練パート３ ～予告なし！朝の時間帯～
１０月３１日の８時０５分、緊急地震速報のチャイム音とともに校内放送が流れました。
「間もなく大きな
地震がきます。各自、身の安全を守りなさい。」しばらくしてから、「地震が治まりました。ただちに校庭に
避難しなさい。
」この放送と同時に、子どもたちはそれぞれの場所から校庭に避難を開始しました。
今回の避難訓練では「自主的な判断力を養うこと」に重点を置きました。そのため、担任がつかない時間
帯の訓練を設定しました。昨年度は、縦割り掃除の時間に予告なし訓練を行っていますが、今回はさらに、
訓練の難易度を高くしました。担任はあえて教室に行かず、子どもたちの様子を観察することにしました。
子どもたちは突然の放送に驚きはしたものの、パニックになったりふざけたりすることなく、真剣に防災
行動をとっていました。教室にいた子たちは、机の下に入りしっかりと机の足をつかみ落下物から身を守る
行動ができました。体育館にいた子どもたちの中には、放送がなってすぐに教室に戻ろうとした低学年がい
たようです。一緒にいた高学年の子が呼び止め、体育館中央に集
まって「だんごむし」ポーズをとり、避難のときには誘導してい
ました。一方、校庭にいた子たちは、放送を聞いた後、校舎内に
戻り昇降口付近で「だんごむし」ポーズをとったようです。子ど
もたちのふりかえりには「先生がいなくて不安だった。」
（低学年）、
「放送を聞いて素早く行動ができた。
」
（高学年）などさまざまな
感想がありました。今回の避難訓練では、
「こんなときはどうし
たらよいのだろう？」という課題を見つけることも大事なことと
して考えていました。うまくできたこともできなかったこともす
机の脚をしっかり握って！
べてがこれからの避難行動をより安全なものにするために必要な
ことです。今回の避難訓練はとてもよい勉強になりました。

授業参観･･･ありがとうございました！
１１月２日は授業参観日でした。今回も５時間目の授業を参観していただきましたが、受付名簿を確認し
たところ、出席率１００％となっておりました。その後の学級懇談会にも、ほとんどの方に参加していただ
き、これまでの子どもたちの成長の様子や継続していく課題の確認などができました。また、ＰＴＡ保健研
修部主催の「けんこう料理教室」には親子合わせて５８名の参加がありました。今回は「家族みんなが喜ぶ、
おやつを手づくりしよう」というテーマで行いました。作ったおやつは３種類（①りんごのケーキ②かぼち
ゃプリン③レモンミルク）で、どれも簡単にできておいしいものばかりです。完成したおやつは参加者全員
でいただきました。

３年生木炭について学習しています！
山形小学校では、地域から学ぶ「地域教材」学習をしています。３年生では、炭をテーマにした「炭学習」
を行っています。１１月１３日はその体験学習の２回目でした。前回は５月には、焼きあがった炭の取り出
しを行いましたが、今回は窯の中に木を並べる作業と飾り炭用の材料を入れることを行いました。この炭学
習は、荷軽部小学校が行っていたものを引き継いだ体験学習です。毎年、荷軽部小学校にある炭焼き窯を使
って炭作りをしています。講師は、炭焼き名人の韮澤彦蔵さん。いつも優しくていねいに子どもたちに指導
してくださいます。今回入れた分の炭は来年の取り出しになり、次の３年生の学習につながります。
実は、荷軽部小学校に行く前に、本格的な炭焼き窯を見学するために谷地林業に寄りました。ちょうど新
しい製炭窯の製作工事中ということで、実際の工程を説明していただきながら、炭作りについて教えていた
だきました。説明をしてくださったのは、窯長の谷地司さんです。
（ご存知の方も多いと思いますが、今年の
農林水産展で内閣総理大臣賞を受賞されました。おめでとうございます！）子どもたちは、大量生産が可能
な「岩手大量窯」の製作という貴重な場面を見ることができて大満足でした。
（なお、今年も１２月に行われる山形地区チャリティーでこの炭学習で作った炭の販売を行います。もち
米の販売もあります。お楽しみに！）

２０００本の木を入れる窯

飾り炭用の材料を入れます

１本ずつ並べます

～市内音楽発表会～
１１月９日、アンバーホールで市内音楽発表会が開催されました。
山形小学校は、３部合唱「ほらね、
」と合奏「情熱大陸メインテーマ」の
２曲を演奏してきました。出場したのは４年生以上の２９人。合唱曲の
「ほらね、
」は、９月に行われたＩＢＣこども音楽コンクールで５・６年
生が歌いましたし、学習発表会の全校合唱でも歌ったので、子どもたちに
しっかりと歌い込まれた曲です。言葉一つひとつを大事に歌う姿、きれい
に重なり合う歌声は、会場全体を包み込み、素敵な合唱となりました。
合奏曲「情熱大陸メインテーマ」は運動会で演奏した曲です。短期間の
練習でしっかりとステージ用の発表に仕上げることができました。
子どもたちの力を存分に発揮できた音楽発表会でした。
～１２月の予定～
４日（火）全校朝会 身体測定
５日（水）市内一斉研修会のため午前授業
下校１２:１０
６日（木）しらかば号、漢字大会
７日（金）クリスマス集会、３年生ＰＴＡ行事
１０日（月）計算大会
１１日（火）狂言鑑賞会

１２日（水）ＣＲＴ国語（テスト）
１３日（木）ＣＲＴ算数（テスト）
、たてわり遊び
１４日（金）午前授業
１６日（日）歳末チャリティー演芸会
発表：１・２年、販売：３年炭、４年米
２０日（木）期末面談
２１日（金）終業式 下校１２：１０

〒０２８－８６０２ 久慈市山形町川井１０－１３－１
TEL７２－２００１・FAX７２－３１２９
児童数６２名 教職員数１５名
平成３０年１２月２０日（木）発行 Ｎｏ４１９

◇◇◇学校教育目標◇◇◇
学び高めあう子
（知育）
心豊かな子
（徳育）
強くたくましい子 （体育）

２学期終了～たくさんの成長がありました！～
１年間で最も長い２学期をふり返ると、子どもたちのたくさんの笑顔と真剣なまなざしが浮かんでき
ます。Ｂ＆Ｇプールに行って水泳学習をしていた８月から、校庭一面に雪が積もった今日まで、たくさ
んの行事や学習活動がありました。その中でも、特に、学習発表会と収穫祭は、子どもたちの姿を直接
見ていただいたり、一緒に活動を楽しんでもらえたり、学校と家庭や地域の方々が交流する機会となり
ました。学習発表会では、子どもたちの演技や歌声にたくさんの拍手やお褒めの言葉をいただきました
し、収穫祭では交流ゲームや餅つきで楽しい触れ合いの時間を過ごす
ことができました。今日まで、たくさんの活動ができたことや無事に学
校生活を送ることができたのも、家庭や地域の皆様のご協力あってのこ
とです。本当にありがとうございました。
冬休みは、１２月２２日から１月１７日までの２７日間です。冬休
みならではの活動を楽しんでほしいものです。３学期、元気な笑顔で
会えるのを楽しみにしています。
終業式代表児童作文
２学きのおもい出とふゆ休みのめあて
１ねん すな川 きわみ
わたしの２学きの一ばんのおもい出は、マラソン大
かいです。
わたしは、ながいきょりをはしることがあまりすき
ではありませんでした。でも、ぎょうかんにまらそん
れんしゅうをまい日がんばりました。とくに、まえを
しっかり見るようにしてれんしゅうをしました。まい
日つづけてれんしゅうをしたら、マラソンカードの足
あとを６こもぬれるようになりました。６こぬれたと
きはとてもうれしかったです。本ばんは、ドキドキし
たけど、れんしゅうしたことをおもい出してはしりま
した。はしっているとくるしかったけど、花だんのと
ころにおかあさんがいて
「きわみ、がんばって。
」
と、いってくれたので力が出てきました。くるしかっ
たけどゴールまであるかないではしりきりました。ら
いねんはもっとぎょうかんれんしゅうをがんばって
よいじゅんいをとりたいです。
がくしゅうでがんばったことはけいさんです。２学
きのけいさん大かいで一つたしざんをまちがえては
かせになれなかったので３学きは、よく見なおしをし
てはかせになりたいです。
ふゆ休みにがんばりたいことはおてつだいです。わ
たしは、おふろそうじをかぞくのためにまい日つづけ
たいです。そして、ふゆ休みをげんきにすごしたいで
す。

２学期がんばったことと冬休みの目標
４年 小渡 四季
私が２学期がんばったことは、２つあります。
学習面では、算数をがんばりました。理由は、自分
の考えを発表したり苦手なところは先生に聞いたり
したからです。また、一人勉強で復習したりしました。
授業中はペアで一緒に考えたし、分からない時はペア
のはるとさんが教えてくれたのでうれしかったです。
みんなで考えを出し合ってとけてよかったです。
行事でがんばったことは、学習発表会です。れんし
ゅうではセリフの話し方やふりつけを工夫しました。
こわいセリフを言う時は、ふるえた声で話すように工
夫しました。ふりつけではおおかみにおそわれる場面
であとずさりをしたり転んだりしました。歌のところ
では、リズムに乗って歌いました。失敗しても、みん
ながアドバイスしてくれたのでうれしかったです。み
んなで意見を出したり、おたがいの良さを伝え合った
りして良いげきを作りあげることができました。２学
期はいろいろなことにチャレンジしたことで自信を
持って取り組めるようになりました。
冬休みがんばりたいことは、きそく正しい生活で
す。理由は、冬休みでも生活リズムをくずさずカゼを
ひかないようにしたいからです。また、なわとびもが
んばりたいです。たくさん練習して、できるわざをふ
やしたいです。冬休みを元気に過ごして、３学期も休
まず学校に行けるようにしたいです。

収穫祭・大盛り上がり！
１１月１６日（金）収穫祭を行いました。日頃、お世話になっている方々への感謝と収穫の喜びを分かち
合う機会にすることを目的にした行事です。４年生の米づくりの発表で始まった前半は子どもたちの全校合
唱と祖父母や地域の方々との交流ゲームで楽しみました。後半は、恒例の餅つきをしました。杵と臼を２つ
用意し、子どもたちが交代しながら餅つきをしました。杵を振り下ろすのに合わせ「う～、わっしょい！」
とみんなで掛け声をかけながら、会場が一体となった餅つきタイムでした。一方、家庭科室ではＰＴＡ健全
育成部のお母さん方が早くに集まり、会食の準備に取り掛かっていました。体育館で子どもたちがつく餅と
は別に、参加者全員にふるまうお餅を用意していたのです。餅つきが終わるといよいよ会食タイム。今年は、
納豆、みたらし、きなこ、あんこの４種類の味が楽しめました。おいしいお餅を味わいながらの楽しい時間
を過ごすことができました。参加いただいた祖父母、地域のみなさん、そして、準備をしてくださったＰＴ
Ａ健全育成部のみなさん、本当にありがとうございました。

４年生の米つくり発表

自己紹介しながら交流ゲーム

恒例の餅つき！

炭＆米の販売～歳末たすけあいチャリティー演芸会～
１２月１６日（日）
、
「歳末たすけあいチャリティー演芸会」開始前の時間帯を利用し、３年生が炭を４年
生がもち米の販売をしました。それぞれの学年で体験学習したものです。この日に向けて、子どもたちはポ
スターや説明書を作り、販売の練習もしてきました。当日は、販売時刻よりだいぶ前からお客さんが集まり、
おらほーる入口付近に列ができました。
（おうちの方のご協力が多かったのですが・・・）子どもたちは、明
るい笑顔いっぱいの対応で販売していました。ご購入してくださった方々、ありがとうございました。

ＢＢＱ用炭と飾り炭の販売

もち米あっという間に完売

～１月の予定～
１０日（木）ＰＴＡ役員会＆ＰＴＡ新年会
１８日（金）３学期始業式、下校指導
下校１１:４０
２４日（木）全校あづび場
２９日（火）児童朝会
３１日（木）スキー教室（３～６年）
しらかば号

１・２年生のダンス

＊＊＊ＰＴＡ新年会＊＊＊
突然ですが・・・ＰＴＡの新年会を計画しました。
先日、永井ＰＴＡ会長さんと話している中で、学校の
ことだけでなくいろいろなことを気楽に語れる機会が
あってもいいな～ということで盛り上がりました。案
内文書が届いていると思います。ぜひ、ご参加を！

〒０２８－８６０２ 久慈市山形町川井１０－１３－１
TEL７２－２００１・FAX７２－３１２９
児童数６２名 教職員数１５名
平成３１年２月１３日（水）発行 Ｎｏ４２０

◇◇◇学校教育目標◇◇◇
学び高めあう子
（知育）
心豊かな子
（徳育）
強くたくましい子 （体育）

みんな上達！スキー教室
３学期早々のインフルエンザの影響で、第１回目のスキー教室は
残念ながら中止となりましたが、２月５日６日の２日間、今年度の
スキー教室が行われました。今年も地域や保護者の方々に講師をお
願いしてのスキー教室でした。子どもたちはスキーレベルに応じた
グループに分かれ、丁寧な指導を受けました。町内にスキー場があ
るという環境はもちろんですが、何よりも指導に協力してくださる
方々に恵まれているということが本当にありがたいことです。おか
げで子どもたちのスキーのレベルはどんどん上達しているところで
す。今年度は、残念ながら１回しか実施できませんでした。生涯スポーツとしても人気のあるスキーですの
で、健康づくりの一環としても家族でスキー場に出かけるのもいいですね。

防災教育第３弾～気象防災ワークショップ～
今回の防災教育は、気象災害を取り上げました。
「台風・大雨ワークショップ」という学習内容で、外部講
師として、岩手大学地域防災研究センターの森本晋也准教授と気象庁盛岡地方気象台の蒔苗気象情報官のお
二人に来ていただきました。講師の先生からは、台風や大雨によりどのような被害が起こるのかを実際の映
像などで教えていただきました。後半は、山形町川井地区の土砂災害マップと気象庁から発表された大雨予
想情報を使い、実際にどのような行動をとればよいのかを考えるワークショップを行いました。子どもたち
は、与えられた情報からどのような事態になりうるかを予測し、最善の対処法を考えました。警報や注意報
の予測情報や川井地区の地理的条件などを関連させながら、どの時点で何をすべきかを相談していました。
お二人の講師から子どもたちの的確な判断や意欲的に取り組む姿にお褒めの言葉をたくさんいただきました。

内間木洞学習…神秘の世界を体感！
今年度、４年生は「内間木洞の秘密をさぐれ！」というテーマで総合的な学習を進めています。２月８日、
実際に内間木洞の見学に行きました。数日後には「内間木洞氷筍観察会」が開かれるこの時期、洞窟内には
たくさんの氷筍ができていました。子どもたちは、ガイドの内間木さんの説明を聞きながら自然がつくりだ
す神秘的な力に感動していました。また、洞窟とともに岩手県指定天然記念物に指定されているコウモリも
たくさん見つけることができて大喜びでした。
山形町には、学習題材になりそうな自然や文化がまだまだたくさんあります。それぞれの地区の歴史など
も学ばせたいことの一つです。

ガイドの内間木さん

たくさんの氷筍観察

見学後の質問タイム

＊＊＊＊＊卒業に向けての動き＊＊＊＊＊
４字熟語習字に挑戦
毎年、６年生は卒業にあたり将来の決意を４字熟
語で表しています。その４字熟語を毛筆で書き、掛
け軸にしています。指導してくださるのは、松坂建
子先生です。先日、第１回目の授業がありました。
子どもたちは、それぞれが考えた４字熟語を半紙に
書きました。字のバランスや筆遣いなど一人ひとり
に丁寧にご指導いただきました。
完成した掛け軸
は廊下に掲示しま
す。旅立ちに向け、
心の準備も進んで
いる６年生です。

～２月の予定～
４日（月）租税教室
５日（火）スキー教師３～６年
６日（水）スキー教室１・２年
７日（木）身体検査
８日（金）内間木洞見学４年
１２日（火）ＰＴＡ理事会
１３日（水）新入生 1 日入学・保護者説明会

児童会引継ぎ式
先日の児童朝会で引継ぎ式が行われました。来年
度の児童会執行部と各委員長に立候補した子がそれ
ぞれの決意を語り、全校児童から承認されました。
その後、現執行部と委員長からこの１年間の活動フ
ァイルを手渡されました。6 年生の活躍ぶりをしっ
かり見てきた４・5 年生ですので、きっと今年に負
けない児童会をつ
くってくれること
でしょう。
6 年生からのバ
トンが下級生にし
っかりと引き継が
れました。

１５日（金）集金日
２０日（水）児童総会
２１日（木）計算大会
２２日（金）授業参観
２８日（木）６年生を送る会
＊保護者の参観もできます。おいでください。

〒０２８－８６０２ 久慈市山形町川井１０－１３－１
TEL７２－２００１・FAX７２－３１２９
児童数６２名 教職員数１５名
平成３１年３月１１日（月）発行 Ｎｏ４２２

◇◇◇学校教育目標◇◇◇
学び高めあう子
（知育）
心豊かな子
（徳育）
強くたくましい子 （体育）

温かさに包まれた…6 年生を送る会
２月２８日に６年生を送る会が開かれました。この６年生を送る会は、５年生が中心になって計画を立て、
準備を進めます。６年生から全校のリーダーとしての役目を引き継いだ最初の行事です。１年生から４年生
までは役割に従い、会場の飾りつくりやプレゼント、６年生の似顔絵などの作成をしてきました。また、会
の中には、各学年の発表の場面もあります。どの学年も６年生への感謝の気持ちを込めた発表をしていまし
た。６年生の優しさや思いやりが下級生からのメッセージからいっぱい伝わってきました。職員の発表では、
音楽が得意な６年生に向けて歌のプレゼントをしました。６年生への感謝と励ましの気持ちにあふれた時間
を過ごすことができました。
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＜お知らせ＞
今年度の学校経営についての保護者アンケート結果をまとめました。

平成30年度 保護者アンケート結果
はい

やや

あまり 全然

無答

学
校
運
営

1 子ども達は学校生活を楽しんでいると思いますか。

74%

24%

3%

0%

0%

2 学校は保護者や地域の願いに応えようとしていると思いますか。

63%

34%

3%

0%

0%

3 学校は家庭への連絡や情報提供に努めていると思いますか。

56%

44%

0%

0%

0%

教
科
指
導

4 授業はわかりやすく楽しく学べていると思いますか。

53%

42%

5%

0%

0%

5 教職員は子どもに応じた指導に努めていると思いますか。

53%

37%

8%

2%

0%

6 授業と家庭学習のつながりができていると思いますか。

52%

42%

3%

0%

3%

生
徒
指
導

7 いじめなど無い、楽しい学校づくりに努めていると思いますか。

58%

37%

5%

0%

0%

8 相談や悩みなどについて、適切に応じていると思いますか。

48%

40%

10%

2%

0%

9 一人一人の子どもが大切にされていると思いますか。

60%

35%

5%

0%

0%

10 運動会・学習発表会などの行事は楽しく充実していると思いますか。

85%

13%

2%

0%

0%

11 思いやりの心など、豊かな心を育てようとしていると思いますか。

69%

26%

5%

0%

0%

12 児童会活動や縦割り活動で人間関係が育っていると思いますか。

73%

27%

0%

0%

0%

13 子どもたちの健康づくりや体力向上に取り組んでいると思いますか。

50%

44%

6%

0%

0%

14 学校はきれいで落ち着いた環境になっていると思いますか。

47%

42%

5%

6%

0%

15 安心安全な学校づくりに取り組んでいると思いますか。

55%

40%

5%

0%

0%

特
別
活
動
そ
の
他

【自由記述から】
・楽しく学校生活を送り、たくさんのことを学ばせていただいていることに感謝しています。
・学校の老朽化に伴い、子どもの話を聞くとトイレが一番気になります。水漏れがあるようです。ＰＴＡで市に要望していくな
ど取り組みが必要だと考えています。
・1年を通して学校を楽しいと言わなかったのが残念です。上の子は毎日ウキウキで登校できていたので、進級時には楽し
く登校できればいいなと思います。
・だいぶ古くなってきているので校舎を新しくできたらなと思います。
・子どもからの情報等しか判断材料がないのでアンケートの質問の中には回答が難しいものがありました。
・危ない箇所が多くあるので、早く新校舎になればいいなと思います。
・今回のインフルエンザの流行の際の学校の対応に対してとても不満に思うことが多々ありました。
・安心安全の学校づくりは今のままでは限界があると思います。ＰＴＡの新年会でも校舎新築へ向けての話題が出ていま
したが、どのような動きになっているのかと思っています。
・子どもも私もとても相談しやすい担任の先生に支えていただいています。子どもだけでなく保護者のことも気にかけケア
してくださり感謝しています。
・クラスの半数以上がインフルエンザで欠席しているのに学級閉鎖にならなかったことが今も引っかかってます。日頃、健
康でいられるため、体調崩してもすぐに復活できるようにと様々な工夫をしています。感染症のものは家族一人から最悪１
か月くらいかけて家族みんなにうつり日常の生活リズムが大きく変わるので特に用心しているのに、こんな罹患者がたくさ
んいるのに登校しなくちゃいけなかったのは親も本人もひどくストレスでした。
・虫が入るので網戸が欲しい。
・洋式トイレが欲しい。
・一年間大変お世話になりました。今年１年間は、とても成長できましたし、学校に行くのを楽しみにしています。優しさと厳
しさのバランスが良く、子どもたちも先生を信頼しているのがよくわかります。

【学校から】
・アンケートへのご協力、大変ありがとうございました。
・インフルエンザへの対応については、大変ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。発症日等の状況を勘案して判
断したところでしたが、結果的に多大なご心配をおかけしました。今後は、より迅速かつ適切な対応を心がけたいと思いま
す。
・校舎や施設設備については、学校として教育委員会に要望できるものは、今後も継続してお願いしていきます。
・今回のアンケート結果やご意見は、子どもたちにとってより一層「楽しい学校・安心でききる学校」にするためのものと考
えております。高評価されたところも厳しい評価をされたところもしっかりと受け止め、来年度の学校経営に生かしていきま
す。すべての子が「学校が楽しい！」と実感できるよう努力したいと存じます。今年度のご協力に感謝申し上げるとともに、
来年度も引き続きご協力よろしくお願いいたします。

〒０２８－８６０２ 久慈市山形町川井１０－１３－１
TEL７２－２００１・FAX７２－３１２９
児童数６２名 教職員数１５名
平成３１年３月１５日（金）発行 Ｎｏ４２３

◇◇◇学校教育目標◇◇◇
学び高めあう子
（知育）
心豊かな子
（徳育）
強くたくましい子 （体育）

平成 30 年度修了～たくさんの成長がありました～
今日は、卒業式。この 1 年間の子どもたちの活動の様子を撮った写真が、校長室の向かいの壁に掲示して
あります。４月頃の写真を見ると子どもたちがずいぶん大きく成長したことがわかります。身体だけでなく、
心も頭もしっかりと成長しました。あっという間の１年間でしたが、実に中身の濃い１年間だったことを実
感しています。
今年度は小国小学校との統合があり、山形小学校の新しい歴史の始まりの年でした。小国から通っている
３人の子どもたちも元気に登校してくれました。それぞれの学年の成長ぶりをみてみると、１年生は小学校
生活にもなれ、自分らしさを出しながら生活していました。元気なあいさつはとても立派です。２年生は１
年間元気いっぱいに過ごしていました。校庭で遊ぶ姿が一番多くみられ、仲良し度がアップしました。３年
生はチームワークの良さが伸びました。お互いの良さを認め合いながら、活動している姿がたくさんありま
した。４年生は自分たちで考え実行する力がつきました。学級の係活動の工夫や取り組みが児童会活動にも
役立っていました。５年生は自信をつけた１年間でした。６年生と一緒の活動が多かったのでたくさんのこ
とを学んでいました。そして、次は自分たちが先頭に立つという意識が育ちました。６年生は常に全校リー
ダーとして活躍してきました。明るさと優しさがたっぷりの６年生だから下級生が安心してついてきました。
最上級生としての自覚が、一人ひとりを成長させた１年間でした。
もちろん、これらの成長は学校の力だけで育ったのではありません。ご家庭の協力や地域の方々の支えが
あってこそのものです。たくさんのご協力、ご支援に感謝申し上げます。ありがとうございました。

卒業おめでとう

♡♡卒業生からのメッセージ♡♡
１ 宅石 希さん 【地域の方々へ】
・今まで登下校中の見守り活動をしてくだった地域の方々、私たちの安全のためにありがとうございました。
下校の時に「おかえり」と声をかけてもらったとき、とても温かい気持ちになりました。今までありがとう
ございました。これからもよろしくお願いします。
２ 加藤 美季さん 【後輩のみなさんへ】
・小国小から転校してきてすぐのころは、分からないことだらけで不安でした。ですが、皆さんが仲良くし
てくれて安心しました。わからないことがあっても優しく教えてくれました。１年間楽しく過ごせたのは、
皆さんのおかげです。ありがとうございました。
３ 田中 陽葵さん 【地域の方々・後輩のみなさんへ】
・寒い中、通学路に立って私たちのことを見守ってくださりありがとうございます。安全に登校できてうれ
しいです。また、学校行事の参加やお手伝いをしてくださりありがとうございました。
・今の山形小よりも、もっと素晴らしい学校にできるようにがんばってください。山形小学校が山形町の誇
りになれるように活躍してほしいです。また、たくさんの活動にも積極的に参加してください。あいさつや
マナーを守るということは大切です。がんばってください。
４ 類瀬 友彩さん 【地域の方々・後輩のみなさんへ】
・地域のみなさん、どんな時も温かく見守ってくださりありがとうございました。
・１～５年生のみなさんは、これからもみんなと協力して楽しい学校生活を送ってください。
５ 永井 陽都さん 【地域の方々】
・今こうして卒業を迎えられるのは、たくさんの地域の方々の支えがあったからです。交通指導員さんは、
あいさつを毎日明るく返してくれたので、明るく登校できました。公共施設の職員の方には、優しく声をか
けてもらいました。私は地域の方々の支えがあって心身ともに成長できたと思います。本当にありがとうご
ざいました。
６ 上村 悠さん 【後輩のみなさんへ】
・１～５年生のみなさん、今までありがとうございました。今までずっと支えてくれたり、一緒に遊んでく
れたりしてとても楽しかったです。６年間の小学校生活は最高でした。とっても楽しかったです。どの思い
出も一人ではつくれません。今までありがとうございました。
７ 日向 爽良さん 【後輩のみなさんへ】
・私は卒業しますが、みなさんは進級ですね。やることが増えたり勉強が難しくなったりして苦労するかも
しれませんが、全部乗り越えてがんばってください。
８ 蒲野 丈生さん 【後輩のみなさんへ】
・下級生のみなさん、６年生の卒業の日はもうすぐ近くまできています。会う機会が少なくなり、さびしい
気持ちはありますが、この別れをとびこえて新しい学年でいつも元気なあいさつ、笑顔を１年生に見せてあ
げてください。
９ 及川 凜莉さん 【後輩のみなさんへ】
・５年生へ：そうじや児童会、マーチングなど大変なこともあるだろうけどみんなで協力してがんばって！
４年生へ：５年生からは学校のリーダーの仲間入り。今の５年生を支えられるようにがんばって！
３年生へ：４年生からは委員会があります。各委員会のみんなとがんばって！
２年生へ：３年生になると教科が増えます。一人勉強で復習してがんばって！
１年生へ：２年生になると下級生が来ます。新１年生のお手本になれるようにがんばって！

