
１月の主な行事予定

１月 １日（金） 元日

２日（土）～３日（日）年末年始の休日（閉庁日）

１１日（月） 成人の日

１５日（金） 職員会議 学納金引落日

１８日（月） 第３学期始業式

１９日（火） 身体測定１～３年 スキー学習６年

知能検査２，５年 ことば通級開始

２０日（水） 身体測定４～６年 スキー学習２年

２１日（木） 学力検査(全学年) 特別日課 職員会議

２２日（金） 下校指導・通学路点検 スキー学習５年

２５日（月） スキー学習３年

２６日（火） スキー学習４年

２７日（水） スキー学習１年

２８日（木） 特別日課 職員会議

スクールカウンセラー来校日

２９日（金） 委員会活動 スキー学習６年

冬休み中に急な連絡が必要になった場合は，学校へご連絡

ください。(12/29～1/3，土日を除く) ℡ 92－2145

美瑛小学校は12月24日から（５６年生は,
26日から）１月17日までの25日間冬季休

業となります。年末年始の休日に合わせて

学校閉庁日を設けます。ご理解をお願いい

たします。

学校閉庁日

１２月２９日（火）～１月３日（日）

～美瑛中学校出前授業～

（ ） ， ，２１日 月 ３校時 美瑛中学校から三谷先生に来ていただき

理科の特別授業をしていただきました。

ろうそく カガク と題し小学校で学んだことを基に中学校「 」de
での学習の流れ（仮説→計画→検証→考察）に沿って５０分間授

業をしていただきました。感染対策のため実験は教師による演示

になりましたが，自分なりの理由をもって予想したり説明したり

することができました。

授業の前後には「中１ギャップ問題未然防止事業運営協議会」

が開催され，推進事業の成果と課題について話し合われました。

美瑛町では，美瑛中校区と美馬牛中校区のそれぞれで中１ギャッ

プ問題の未然防止に向けた連携と取組が進んでいます。

子ども相談支援センター

相談窓口のお知らせ

いじめや不登校，体罰などの学校教

育に関する悩み 子育て・しつけなど，

家庭教育に関する悩みなど相談して

ください。

●電話相談

０１２０－３８８２－５６
（無料，毎日 24 時間対応 ）

●メール相談

doken-sodan@hokkaido-c.ed.jp
急ぎの場合は電話相談を利用してください。※

●来所相談

（ 10 ～ 16 時，土日・祝日，年末年始はお休みです。）

子ども相談支援センター
札幌市中央区北３条西７丁目道庁別館８階

上記の電話相談で予約してください。※

※ センターのＷｅｂページに，

「子ども相談支援センターへの相

談事例」を掲載しています。次の

ＵＲＬからご覧ください。
URL:http://www.dokyoi.pref.
hokkaido.lg.jp/hk/ssa/
soudanjirei.pdf

学校教育目標 健康で，豊かな心をもち，実践力のある児童の育成

「自ら学ぶ子(やる気) 支え合う子(こん気) たくましい子(げん気)」

美瑛町立美瑛小学校

学校通信

第245号

令和2年12月23日

２学期を終えるにあたり
校長 北 島 信

ようやく 北海道にも冬将軍がきて ここ１・２週間にまとまった雪が降り 寒い日も続いています コロナ感、 、 、 。

染のほうもなかなか良い方向へは向かってくれません かえって 厳しい状況が続いています 特に 医療に従事。 、 。 、

されている方々にとっては過酷な毎日ではないでしょうか 感染リスクを背負いながらのお仕事は 体も心もきつ。 、

いものがあります。人命を預かるお仕事です。本当に頑張っていただければと願うばかりです。

先日学校より クロームブック使用に関する承諾書の提出をお願いいたしました クロームブックが貸し出され、 。

るにあたり あわせてメールアドレスも児童一人一人に配布されることになっています 個人情報や使用ルールを、 。

守っていただくためにお願いした次第です 三学期初めには 児童一人一人にクロームブックが使用できる状態に。 、

なるはずですので、もうしばらくお待ちください。

唐突ですが ポケットモンスター赤・緑が発売されたのが 平成８年です その頃 私も担任をさせていただい、 、 。 、

ていましたが ほとんどの子がゲームボーイをもち ポケモンに興じていました 子ども達と意思疎通をするのに、 、 。

私もポケモンを実際にやってみました(当時 娘も小学校１年生でした) ロールプレイングでしたのでどのように、 。

攻略するか、子ども達と競ってポケモンを覚えたりしていました。子ども達は 「コロコロ」の攻略法を自慢して、

いましたが さすがに毎月コロコロを買うわけにもいきません 仕方なく 攻略本を買いました 幸いにして(？)、 。 、 。

クリアしてしまいました それに味を占めた娘が 青版 ピカチュウ版…今でもいそしんでいるようですが… と。 、 、 。

ころで 昔は攻略本でしたが 今はインターネットで検索したらすぐに攻略法がわかります 俗に ググる なの、 、 。 「 」

でしょうか。便利なものです。先日、こんなこともありました。私は、以前に購入したUSBメモリをスマホで使え

るようにするのがなかなかできずにいました ある先生に 使えるようにしてほしい とお願いしたら あっとい。 「 」 、

う間に使えるようにしてくれました 「アプリを入れたらすぐですよ」マニュアルを読めば何とかなるのでしょう。

が、それすらしようとしない、自分がいるのです。ペーパー世代は、苦しい時代です…。

、 、 。美瑛小の児童を考えると ご家庭でPCやタブレットを使ったり スマホを持っていたりする子もいるでしょう

オンラインで、学習したり、ゲームをしたり、わからないことを調べたり、You TubeやTik Tokを見たりしている

でしょう。情報が簡単に手に入りますし、自分からも発信できます。

それでは 保護者の皆さん 子ども達が PCやタブレットを使って何をしているのか把握されていますか すべ、 、 、 。

ては無理でしょうが 保護者の方がわからないことや知らないことに使用しているということはありませんか？社、

会問題にもなっているゲーム依存、SNSによる誹謗中傷、いじめ…フェイクなどにかかわっていないことを祈るば

かりです 今回 クロームブックが導入されることもあるのですが 子ども達にとっても 大人(保護者・教職員)。 、 、 、

にとっても 情報モラルや情報リテラシーは 確実に身に付けなければならない力になります 今まで 学校では、 、 。 、

教師がICT機器を巧みに使い授業を進めていくことが求められていました。これからは、学ぶ人(児童)が中心とい

う考え方が主流になり 子ども達の学習をどう主体的なものにするか 子ども達自身がメディアをどう扱っていく、 、

。 、 、 （ ）かという方向にシフトしていきます 情報の受け方 捉え方に加え PCやモバイル端末 タブレット・携帯電話

の操作方法、情報発信の方法まで学ぶことが新学習指導要領で推奨されています。

情報を読む力 情報モラル メディアに対する自己コントロール力 情報をうのみにせずに主体的批判的に受け（ 、 、

取る力 、そして情報を書く力（情報機器操作活用能力、情報発信能力、インターネット操作活用能力）が求めら）

れます。ご家庭でも、美瑛小の子ども達の健やかな成長を願い、見守り、見取っていただければと考えます。

今冬も 寒い中 児童が安心・安全に登下校できるように 安心安全見守り隊などでたくさんの皆様に街頭指導、 、 、

をしていただき 本当にお世話になっています これからも保護者・地域の皆様と一緒になって しっかり学ぶこ、 。 、

とのできる学校を目指して、次代を担う子ども達を育てていきたいと考えています。

よいお年をお迎えください。そして、来年令和３年もどうぞよろしくお願いいたします。



今月の美瑛小学校教育活動の様子
１年生 ２年生 ３年生

４年生 ５年生 ６年生

，体育の時間にマット・跳び箱運動に取り組みました。マットでは

ロンダート・側方倒立回転等を学習しました。跳び箱では，台上前

転・抱え込み跳び・頭はね跳び等を学習しました。苦手な子も勇気

を出して練習し，できる技を増やしていました！

図工で以前に学んだ「飛び出す仕組み」を生かして，今回は『ク

リスマスカード』を作成しました。ベースとなるのは，赤と緑の画

用紙。そこにビーズやスパンコールなどを飾り付けたり，文字をレ

タリングしたりしました。子供たちのアイディアが生かされたカー

ドは，遠くからでも輝きを放っているかのように見えました。

教室では自分の席で過ごす，そんな休み時間を楽しいひとときにと，あ

なぐまさんの『わすれられないおくりもの』を学習した３年生は，自分

の得意なことをみんなに紹介しています。ブリッジ・読書のコツ・車の

描き方・コンパス・女の子の描き方・スライムの作り方など普段見られ

ない一面が見られる楽しい時間になっています。

保健の時間に『喫煙の害』について学習しました。副流煙

に害が多いことを学びました。また，喫煙した年齢が低いほ

どがんになる確率が高いことを学びました。最近は 歳未20
満の子が入れない店も増え安心ですね。

生活科『作ってためして』では，身近にあるものを使ってお

。もちゃを作り，紹介し合ってみんなで遊ぶ活動を行いました

子供たちは何度も工夫し，楽しく遊べるおもちゃを仕上げま

した。

書写の学習で，年賀状を書きました。家族宛に，心を込め

て丁寧な字で書いていました。新年のご挨拶やイラストを描

いて，もらった相手がうれしい年賀状に仕上げていました。

年賀状は自分でポストに投函しました。元旦が楽しみです。


