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保護者、地域と共に子供を育てる

－朝遊びと展覧会－
校長
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統合新校・美鳩小の記念すべき第１回展覧会は、
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学校を超えて保護者・地域とも連携して実施する予

願いしている（１日２～３名）
。安全管理員として、
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子供たちを見守っていただいているのである。
２例とも学校を開く小さな試みでもある。

1 年生にとって初めての運動会。短距離走、表現、団体競技、応援にドキドキワクワクしながら一生懸命頑張りまし
た。一人一人が全力を出し切り、楽しい運動会になりました。
●ダンスをがんばりました。みんなといっしょにおどってたのしかったです。
●たまいれをがんばりました。いっぱいたまをいれられました。あかぐみがかってよかったです。
●４０メートルそうをがんばりました。らいねんは、５０メートルそうをがんばりたいです。１いになりたいです。
●ほんばんは、れんしゅうしたなかで１ばんじょうずにできました。はじめてのうんどうかいはもりあがりました。

２年生は、一人一人が短距離走、団体競技、表現運動、応援のリーダーとなって、練習に取り組みました。当日は、
練習の成果を発揮して、全員が全力を出し切った運動会になりました。
●みんなで力を合わせて、たのしくがんばれました。れきしをきざむようなしょうぶができました。
●みんなはやくて、さいごになってしまったけど、じ分の力を出しきってはしれました。らい年は、もっとはやくは
しれるようにれんしゅうしたいです。
●よっちょれは、れんしゅうより本ばんの方がきんちょうしていたけど、がんばったらたのしくかんじられてよかっ
たです。
●４年生の七ずまいで、刀をかたにのせてくるくる回していたのが、すごくむずかしそうでした。とても上手だった
のでかっこよかったです。

３年生は、クラスカラーの手旗を持って「旗を上げろ！」を踊りました。一つ一つの技を覚えて表現するだけでな
く、チームやクラス、学年全体で力を合わせて技を完成させる喜びを味わっていたようです。
●みんなできょう力して全力をつくしたうん動会で、心にのこったことは８０ｍ走です。なぜなら、はやそうな人が
いてはじめはかてるかなあと思ったけれど、がんばって１位をとれたからです。
●フラッグのダンスは移動が多かったり振り付けが難しかったりしたけど、何回も練習に励んで本番もすごく良い踊
りができました。一曲目は格好良く、二曲目は美しく表現しました。みんなで目標通り、心を一つにできたと思い
ます。
●二年生まで大玉をさわれなかったけど、三年生でやっと大玉をさわることができました。大玉は、こんなかんじだ
ったんだな、と思いました。

あおぞら学級は練習が始まって１ヶ月間、交流学級に入って一緒に練習を重ねていきました。どの子も一生懸命に
練習した成果が出せて、とても楽しい運動会となったようです。子供たちの感想を抜粋して紹介します。
●組体そうでは、きびしい練習をのりこえて、大成功してうれしかったです。
●組体そうでは、れんしゅうで なかなか わざが きまらなかったけれど、本ばんで、カシオペアのわざが 成功した
時は、すごくうれしかったです。
●８０ｍ走では、１位になることはできなかったけど、いっしょうけんめいにがんばりました。
●はじめてのかけっこで、スタートするときに、とてもどきどきしたけれど、いっしょうけんめいにはしりました。
いちいになれて、とてもうれしかったです。あかぐみが かって、よかったです。
●ダンスをいっしょうけんめいにおどりました。たのしかったです。はじめのことばは、たくさんれんしゅうをしま
した。じょうずにはなせて、よかったです。

４年生は昨年踊った「正調ソーラン節」の経験を生かし、今年度はさらに難しい「中野七頭舞」に挑戦しました。
難しかったですが、少しずつ踊れるようになるのが面白く、今でも休み時間に踊っている子がいます。思い出がたく
さんできた運動会でした。運動会を終えた子供たちの感想を紹介します。
●「Carry The BB」は協力がとても大切です。みんなが全力で応援し、全力で丸くなって、全力で走り赤組のみんな
が一つになれたから、勝てたのだと思います。今年の運動会で感じたことや思いは、次の運動会も成功するように、
大切に取っておこうと思います。
●七頭舞は練習を頑張っていたので、雨のプログラムに変わり、一番最初に踊ることになっても緊張しませんでした。
すごく思い出に残って、もう一度踊りたいくらいでした。
●七頭舞は夏休み前から練習を始めたけど、踊りが難しくて、できるかどうか不安でした。本番では少し緊張したけ
ど、いっぱい練習していたので、踊り始めたら踊りに夢中になって、緊張せず自信をもって踊ることができました。

５年生は高学年として参加する初めての運動会。６年生とともに演技・競技を行うことを通して多くの学びが
得られました。
●騎馬戦では、はじめは上の人が頑張れば勝てると思っていたけど、土台（騎馬）の友達と力を合わせたら勝て
るということが分かりました。
●三段ピラミッドは仲間との息をそろえなければ成功しないので、みんなで「せーの！」と声をかけ合いました。
●準備係を通して知らない子とも仲良くなりました。準備をしている時に助けてもらったから、今度は自分が助
けてあげようという気持ちになりました。
●私は最初、騎馬戦や組体操は痛くて辛いものだと思っていたけれど、一人ではなく大人数でやることで、より
絆が深まったと思う。
一人では成し遂げられないことも友達と協力して乗り越えていく、素晴らしい体験をしたことが伝わっ
てきました。仲間の大切さ、協力する喜びを肌で感じた運動会になりました。

最高学年として、取り組んだ小学校生活最後の運動会。徒競走、騎馬戦、組体操に全力で臨みました。また、
運動会を支える係活動も一生懸命頑張りました。振り返りを読んでいると、一人一人の思い出に刻まれた運動会
であったことが分かります。
●ぼくが今年の運動会で特に記憶に残ったことは騎馬戦です。なぜかというとぼくは赤組の大将だったからです。
運動会当日は、乱戦はあまり活躍できなかったけれど、一騎打ちでは勝つことができました。
●がんばったことは、応援団のことです。理由は、団長になり、応援団全員で協力したからです。初めに団員で
集まった時よりも団結力が高まり思い出深いもとになりました。結果は、白組には負けてしまったけれど、と
ても良い応援になったと思いました。
●特にがんばったことがあります。組体操です。なぜかというと飛行機やクイックピラミッドが、なかなかうま
くいかず心配だったので、成功率をできるだけあげようと思い練習をがんばったからです。
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）内は学年

○数字は年度初めからの回数を示しています。

下 校 時 刻 の め や す
①13:30頃 ②14:30頃 ③15:30頃

学校行事
３時間授業(全）給食あり 就学時健診１３：３０～

１～6年 12:55頃下校
１～3年

4～6年

１～4年
１～2年

5～6年
3～6年

文化の日

委員会⑦

読書旬間始

１～6年

安全指導 ４時間授業

1年
2～6年
１～3年 4～6年
１～6年 11:30頃下校

歯科検診(１，３，５、特）

学校公開（ＳＮＳ授業）

５時間授業（全） 委員会・クラブなし

１～6年
１～2年

3～6年

1年
１～3年

2～6年
4～6年

１～4年
１～2年
１～6年

5～6年
3～6年

１～4年
１～6年
１～6年
1年
１～3年

5～6年

１～6年

４時間授業(全）
みそ作り体験授業（３）
読書旬間終

クラブ⑧
避難訓練 オープンキャンパス③（６）

１～6年

４時間授業(全）
勤労感謝の日

委員会⑧(１２月分）
5時間授業（全） パラリンピアン３・４ｈ（５）
面談②
歯科（２，４，６）

しょうゆ作り体験（３）

展覧会会場設営（６）

後期面談始①

2～6年
4～6年

ふれあい月間です
◎１１月の生活目標◎「思いやりのある言葉で話そう」

☆生活指導部より☆

人は、言葉で気持ちを伝えます。言葉とその時の雰囲気で、温かい気持ちにな
ります。やる気も出ます。反対に、言葉で人を傷つけてしまうことがあります。
悲しい気持ち、嫌な気持ちになります。
「ありがとう。」「上手だね。」「がんばったね。」など、気持ちがよくなる
「ふわふわことば」がたくさんあります。「ふわふわことば」を増やして、思い
やりのある言葉で伝え合うことができると、自己肯定感も高まり、意欲につなが
ります。相手の気持ちを考えてコミュニケーションがとれるように、言葉を大切
にしてほしいと願っています。
【生活指導主任】

＜読書旬間＞
美鳩小では、１１月５日（月）か
ら１６日（金）の２週間を「読書旬
間」と位置付け、全校で読書活動に
取り組んでいきます。期間中には保
護者・地域のボランティアによる本
の読み聞かせや、各学級にて児童同
士でおすすめの本の紹介などを行う
予定です。
子供たちだけでなくご家族が本を
通して触れ合い、同じ時間をより豊
かに過ごしてほしいと願い、今年度
も「うちどくカード」を配布します。
ご家庭でも、読み聞かせをする、読
んだ本のことを話題にする、ご家族
で図書館や書店に出かけて読む本を
選ぶなど、楽しい読書経験をする機
会にしてください。
【図書担当】
＜情報モラル教育＞
１０月に代表委員会が中心になっ
て、みはと小ＳＮＳルールについて
見直し、朝会で全校児童に周知しま
した。
１０日の学校公開では、全学級で
「情報モラル教育」について授業を
行います。授業を通じて情報伝達ツ
ールとの関わり方について話し合い
ます。ご家庭でもＳＮＳの使用につ
いて考え、安全に使うためのルール
作りをお願いします。
【生活指導主任】

＜パラリンピアンによる授業＞
11 月 27 日(火)の３・４校時に、
５年生を対象としてパラリンピアン
を招いた特別授業を行います。
講師の先生は、パラリンピック男
子車いすバスケットボール元日本代
表の、神保康広さんです。1992 年
から 2004 年まで４大会連続でパ
ラリンピックに出場。現在は全国を
回り、普及活動や選手育成にあたっ
ている方です。
３校時には講話をいただきます。
４校時には車いすバスケットボール
【
】
の体験学習をします。保護者の皆様
のご参観も歓迎しております。学年
問わず、ぜひご参観ください。
【５年担任】

