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２学期は，学芸会やなるせ祭りをはじめ，子供たちが中心となって輝く行事が
たくさんありました。その一つ一つに子供たちは「自分自身で」あるいは「仲間
と一緒に」ベストを尽くし，達成感や成就感につなげてきました。今年度，特に
大事にしている「自己有用感」も確実に育まれてきています。
学校生活アンケートには，以下のようなうれしい記述が見られました。
１年生…学芸会で，せりふが大きな声で言えた。ハッピー祭りで，年長さんに楽しんでもらえた。
２年生…町探検ではグループのみんなと仲良く協力できたし，発表では自分の説明がうまくできた。
３年生…なるせ祭りに初めて店を出し，準備や呼び込みを頑張ってたくさんのお客さんに来てもらえた。
４年生…郡音楽祭や学芸会に向けて一生懸命に練習して，合唱やリコーダー奏がうまくできた。
５年生…花山合宿では，大変な活動も頑張ったし，友達と協力していろいろなことを乗り越えた。
６年生…最後の学芸会で思い出に残る劇ができたし，なるせ祭りでは準備が大変だったけど大人気だった。
他にも，行事だけでなく日々の学習や生活の中で「苦手だったけど，少しずつ分かってきた。」「１回
では成功しなかったけど，何度か挑戦してできるようになった。」など，あきらめずに取り組むことの
大切さを多くの児童が実感できたようです。それぞれの頑張りに，大きな拍手を贈りたいと思います。

○「将来どんな人になりたいか？」子供が自分の目標を前向きに描けるように御指導をお願いしたいです。
（「将来の夢（職業）」ではなく，
「なりたい人間像〈例えば､友達の多い人など〉」を考えさせてほしい。）
○希望する保護者のみでいいので，年に１～２回，スクールカウンセラーの先生ではなく担任の先生と面
談する機会があれば良いと思います。
○発表会等の代表をいつも決まったお子さんではなく，ふだん目立たない子の成長も見られるようにたく
さんの子にチャレンジさせ，みんなの底力を引き出してほしいです。
○自分で考える力を備えようとしている方針を強く感じています。体力向上にも工夫されていると思いま
す。昔はあった行事（スキー教室，旭山まで徒歩遠足など）は今はできないと思うので，時代に合っ
た体力づくりを推進していただければ有り難いです。
(保護者の方の「自由記述」より)

貴重な御意見や声をたくさんいただき，ありがとうございます。次年度に向けて，よりよい学校づくり
を目指していきます。（アンケートの詳しい結果は，３学期にお知らせいたします。）

○年末年始は楽しい行事が目白押
しです。遊びと勉強の区別をつ
け，学習時間を決めて集中して
取り組みましょう。
○決められた宿題のほかにも，２学期の復習や書きぞめ
練習などに進んで取り組みましょう。
○冬休み中も生活のリズムを崩さ
ないように，「早寝･早起き･朝ご
はん」を続けましょう。

学 習
生 活

○年末の掃除やお正月を迎える準備等，子供にもやれそ
うなことを分担し，お手伝いにも取り組ませて下さい。

○車・水・火の「事故ゼロ」
を守りましょう。 特に，
冬場は火遊びや凍った路面
での転倒事故がないように気を付けましょう。
○１年の中で一番日が短い時期ですので，暗く
なる前に家へ帰るようにしましょう。
○近年，インターネットやスマートフォン，ゲ
ーム機等の通信機能を使ったトラブルが増加
しているそうです。そのような機器を使う際

安 全

の約束事やトラブルを回避する方法など，御
家族でぜひ話題にしてみてください。

冬休み中も，平日は職員が勤務しております。事故やけがが起きた場合は，必ず学校に御連絡くだ
さい。ただし，土曜日と日曜日，１２月２９日(金)～１月３日(水)は学校に職員が不在となります。
その期間における緊急時の連絡は，南郷小学校の携帯電話へお願いします。教頭が対応いたします。

携帯電話番号 ０８０－６０５１－３８２６（上記期間以外のお電話は，学校５８－１１０６へ）

〈６年：理科の実験〉

〈３年：なるせ祭り〉

16日(火)
17日(水)
18日(木)
22日(月)
23日(火)

〈１年：ハッピー祭り〉

１２月
23日(土) 天皇誕生日
24日(日) 冬季休業日(～1/7)
29日(金) 学校閉庁日(～1/3)

１月
1日(月)
8日(月)
9日(火)
11日(木)
15日(月)
〈今年最後の業間マラソン〉

〈なわとび大会〉

元日
成人の日
第３学期始業式，全校４校時限
委員会活動，業間なわとび
スクールカウンセラー来校

24日(水)
25日(木)
26日(金)
29日(月)
30日(火)
31日(水)

ＡＬＴ来校
３年 校外学習(美里町郷土資料館)
業間なわとび
給食まつり(～26日)，代表委員会
スクールカウンセラー来校，
ＡＬＴ来校，職員会議，Ｂタイム
児童集会(給食まつり)
６年 中学校部活動体験（南郷中）
業間なわとび
３年 校外学習（ミュージカル観劇）
スクールカウンセラー来校
ＰＴＡ役員選考会議
お話朝会，ＡＬＴ来校
３年 校外学習(イーストファーム)

ご家族皆様で，よいお年をお迎えください。３学期もどうぞよろしくお願いいたします。

山村 里美

髙橋

宥貴

二学期がんばったこと
三の一

ぼ くの 二 学期 のめ あて は、国 語の 読み
取りと歯みがきでした。
読み取りでは、
「サーカスのライオン」
を 始めた 時、 場面の読 み取りがち ょっと
む ずか しかっ たです。 でも、なれ るとか
ん たん にな り、発表 もたくさん できまし
た。
歯みがきでは、いつも母に
「食後にしっかり歯みがきをしなさい。
」
と言 われて いま した。ぼくは 、毎日歯み
がき をし ました 。今は、虫 歯がありま せ
ん。 毎日 歯み がきをすると 、虫歯にな り
にくいことを知りました。
めあていがいには、習字を

大事な活動の場ですので，校地内での犬の散歩は御遠慮いただきますようお願いいたします。

二学期をふり返って
五の一
私が二学期がんばったことは、算数の
図形の公式をおぼえたことです。おぼえ
られるように、自主勉強でもたくさん
練習しました。
もう一つは、マーチングです。音を
長くのばせるように、家でも腹式呼吸
を 毎 日 練 習 し た の で 、 そ の 成 果 が 出 て い ると 思 い
ます。
三 学 期 、 特 に が ん ば り た い こ と は 、 漢 字 で す。
漢字ノートにもていねいに練習し、全部おぼえら
れるようにがんばりたいです。

二学きのおもい出

一の一 木むら しゅん
がんばりました。 小｢ と｣いう
ぼくが二学きにがんばったことは、 字を書く時、さいごの点がむず
けいさんです。おいこしゲームをし かしかったです。はねもむずか
しかったです。
たことがたのしかったです。
たのし かっ たのは、 遠足です。 切っぷ
ハッピーまつりもたのしかったで
を買 い、地 下鉄に 乗りました 。乗りおく
す。
れな いか心 配で したが、全 員ぶじに乗 り
「いらっしゃいませ。
」
おりでき、安心しました。
といって、おきゃくさんをたくさん
三学 期の めあて は、漢字をが んばるこ
よびました。
とで す。 三学 期になると 、漢字がさ らに
三学きにがんばりた
む ずかし くな るので、 たくさんれ んしゅ
いことは、かん字です。
う して 、五十 問テスト で百点をめ ざした
むずかしいけいさんも
いです。
がんばって、とくいになりたいです。

報道等で既に御存じのことと思いますが，「東京オリンピック・パラリンピック2020大会」
のマスコット投票を小学生が行うことになりました。発表されているア・イ・ウの３候補か
ら選び，学級単位で投票する形となります。期間が２月２２日までですので，本校では冬休
み明けの１月に行う予定です。休み中にぜひ御家族で話題にしていただければと思います。

最近，朝に校庭を見回っていると，犬の糞が落ちていることが時々あります。校庭も子供たちの

