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学校だより
第８号

令和４年１１月３０日

美瑛町立美沢小学校

美瑛町字美沢中央

学芸会はテーマ通り！ 「最高！感動！大成功！！」
美瑛町立美沢小学校 校長 温泉 敏

１１月１２日、保育所と美沢小の学芸会が開催されました。保護者、祖父母の皆様にはご来校

いただき、ありがとうございました。お陰様で無事に終えることができました。

ただ、残念だったことは地域の皆様にお越しいただけなかったことです。何かの機会に子ども

たちの活動の様子を見ていただくことが出来たらいいなあ、と思います。

当日、私の挨拶の中で「小規模校のよさがでている」という

ことを話しました。学校の規模を比べるのではなく、それぞれ

のよさを生かした活動を進め、それが子どもたちの成長につな

がっていくことが大切だと思います。

小規模校のよさは、子ども一人一人の成長がよく見えること

だと思います。保護者の方は子どもたち全員の顔と名前が一致

し、これまでの様子をご存じですから「○○ちゃん、リコーダ

ー上手になったね。」「○○ちゃんは、落ち着いて話すことが

できたね。」等お互い話すことができますし、個々の伸びも見

ていただけると思います。

また、祖父母の皆さんも同様だと思います。地域の皆さんが子どもたちを見守っていただける

ことが「よさ」ではないでしょうか。

学級ごとの劇は「よく、これだけのセリフを覚えたなあ。」

と感心しました。３０分の劇ですから、５、６人での台本づ

くりも大変だったと思いますが、子どもたちのセリフは一人

５、６分の長さになります。低学年でも一人４分程度はあり

ました。

美沢ミュージックステーションも、日常の練習の成果がで

ていましたし、個々での演奏もあり、出番がたくさんあって

よかったと思っています。

合わせて、低・中・高学年の演奏技術等の違いも見ていた

だけたかな、と思います。さすが、高学年でした。

ただ、大事なことの１つは、学芸会がイベントの

みで終わってはいけないということです。学芸会は

１年間の学校教育の中で大きな行事ですし、子ども

たちが成長する大きな場でもあります。でも、ここ

で「あ～、無事に終わった」でははく、この後にど

うつなげていくかを考えていく必要があります。

今後とも、子どもたちの頑張りを地域全体で見守

り、応援していただければ幸いです。どうぞ、よろ

しくお願いいたします。



- 2 -

《交流学習》
美瑛小との交流学習が２２日～２５日にかけて行われました。美馬牛小、明徳小も一緒です。

コロナによって授業のできる場所が少ないことから（密になってしまう）１時間が美瑛小との交

流、もう１時間が小規模３校での交流となりました。

体育では、１年生はからだつくり、ボ

ールゲームあそび。２年生は跳び箱あそ

び。５名とも大人数の中で他校の児童と

もかかわりながら存分に体を動かしてい

ました。

図工では、３校の小規模校児童共同で

絵を描きました。１年生は「みんなのす

きなもの」と題して、模造紙にクレヨンで描きました。２年生は「みんなできめたもの」と題し

て、グループで話し合いながらテーマに沿って絵を描きました。

３年生は算数と体育で、４年生が図

工と算数で交流しました。

３年生の算数は、クロムブックを使

い、重さや長さ表示されている写真を

事前に集め、単位ごとに整理する学習

をしました。体育は、ポートボール。

チームごとに作戦ボードを使い、試合

ごとに作戦を考えていました。ディフ

ェンスがよく、「ナイスガード」でした。

４年生の図工はグループごとに、新聞をしいたり、丸めた棒をつないだりして、家やテントな

どを作りました。大きな作品を作ることができて、とても喜んでいました。算数では、宝探し（暗

号解き）をグループで協力しながら解いていきました

高学年では、外国語と音楽で交流しました。

５年生の外国語では、「Unit7 Welcome to Japan.」の単元の学習で、
日本の年中行事の言い方をグループごとにゲームなどをしながら覚え

ました。その後、相手に好きな行事を聞く「What event do you like?」
を使って、多くの友だちと交流しました。５年生の音楽では、「三校

のみんなで表現を工夫しながら楽しく歌おう」をめあてに、「ハロー

シャイニングブルー」の合唱をしました。声を合わせることの楽しさ

を感じながら歌っていました。

６年生の外国語では、「Unit7 My Best Memory.」の単元の学習で、
小学校の思い出を紹介するために、学校行事の言い方をグループごと

にゲームなどをしながら覚えました。６年生の音楽では、「三校のみ

んなでせん律や強弱を考えながら楽しく合唱しよう」をめあてに、「明

日を信じて」の合唱をしました。久しぶりの合唱で声は大きくは出ま

せんでしたが、きれいな声を意識して歌っていました。

《地域参観日・収穫祭》
１１月２８日、子どもたちは自分が栽培した作物について発表し

ました。一人一人の頑張りがよくわかる発表でした。発表後は、保

護者の皆様から質問があり、子どもたちは、しっかりと答えていて

立派でした。保護者の皆様の感想は、子どもたちの努力をほめてい

て、とても温かく感じました。

翌日、児童だけの発表会も行いました。他の学年の発表を見て、

共に学び合うことができました。ＰＴＡ三役の皆様を中心に、栽培活動のご協力、大変ありが

とうございました。今後は、地域の皆様方からもご協力をお願いしたいと思っています。
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～美沢小の１２人～
今回は２人。森田侑希教諭と勝海事務職員

です。

まずは森田教諭。１、２年生の担任です。

本校が勤務３校目ですので、中堅のバリバリ

という年代です。

学芸会では、劇「てぶくろ」に出てくる動

物のかぶりものを子どもたちと一緒に作りま

した。とってもすてきな出来映えでした。

森田先生は中学・高校と卓球部に所属。卓

球が好きです。それと同じくらいミステリー

小説が好き。どんで

ん返しがいいのだそ

うです。それから、

カラオケが・・・。

コロナ禍で皆さんの

前で一度歌いたい・

・・。一日も早くそ

うなりたいですね。

続いて事務職員の勝海利典さん。本校のこ

とは何でも知っています。「わからなければ

勝海さんに聞く」が基本と思うくらいです。

勝海さんはすらっとしてスポーツマンタイ

プ。実は中学校でサッカー部に所属。学校に

勤務してからはサッカー部の指導もしたこと

があります。そのころ、菅野教頭とサッカー

関係で顔見知りとか。

勝海さんが担当する事務は、教育活動で使

用、購入するものの予算から決算まで一切。

領収証の整理もそうですし、学校の施設も修

理等お金が関わることは全てです。おかげで

安心して教材等の

購入の相談をする

ことができます。

それに対応が早い

ので、こちらが慌

てるくらいです。

だから、「困った

ときの勝海さん」という合い言葉もある？く

らいなのです。

今年もそのスピードは健在です。皆さんも

頼み事があるときは、勝海さんへどうぞ。

日 曜 行事予定

１ 木 全校朝会 職員会議 一輪車検定

２ 金 ＡＬＴ

３ 土

４ 日

５ 月 ＰＴＡ役員会議

６ 火 スポ少

７ 水 ＡＬＴ

８ 木 研修日 一輪車検定

９ 金 特別日課 参観日 ＡＬＴ

１０ 土

１１ 日

１２ 月 作品展搬出作業

１３ 火

１４ 水 ＡＬＴ

１５ 木 研修日 保育所来校日 一輪車検定

１６ 金 ＡＬＴ

１７ 土

１８ 日

１９ 月

２０ 火 スポ少

２１ 水 ＡＬＴ

２２ 木

２３ 金 ２学期終業式

２４ 土

２５ 日

２６ 月

２７ 火

２８ 水

２９ 木 学校閉庁日

３０ 金 学校閉庁日

３１ 土 学校閉庁日

夏休み自由研究コンクール（主催：十勝岳ジオパーク推進協議会）
★入賞おめでとう★

協議会長賞 ６年 伊藤 結さん 部会長賞 ５年 本山 敢士さん
入選 ４年 三上 琉斗さん ３年 遠藤 一誠さん

２年 本山 穂波さん ２年 岩﨑 瑛大さん １年 本山 暖真さん
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《生活科の学習から》 ～２年生の活動～
２年生の学習の様子です。生活科「えが

おのひみつ たんけんたい」の中で「イン

タビューをしよう」という学習があります。

地域の方にインタビューや仕事を体験した

りするなど地域に関わる活動を通して、地

域の人々と自分たちの生活との関わりにつ

いて考えたり、地域の一員として生活する

ことができるようになることなどを目的としています。

１１月はインタビューが多くあり、その１コマを写真で掲載しまし

た。学校の隣の船城さん、学校の向かいの藤原さん、そして公務補さ

んの大波さんたちです（写真は記載の３名の方）。

インタビューでは、仕事で大変なことや工夫などを聞きました。ど

んな感想をもったかな。コロナを気にすることなくたくさんの地域の

方にお話をうかがう機会があればいいなあ、と思います。

【交通安全】
先月に札幌で自転車に乗っていた高

校生が道路横断中に大型トラックと衝

突し、亡くなる事故がありました。

日没時間が早まり、視認性が悪くな

る時でもあります。

お互い事故防止に十分注意するよう、

声を掛け合いましょう。

令和４年度防火ポスターコンクール
（主催：美瑛町防火管理者協会）

★入賞おめでとう★
優秀賞 ６年 伊藤 結さん
佳作 ６年 岩﨑 美空さん

《佐治先生の講話》

佐治先生の講話が今年度も開かれました。佐治先生

は皆さんもご存じだと思います。物理学では世界的に

有名な方です。ある教科書にも原稿を執筆している方

です。今回は NHK のチコちゃんと共演している映像
から講話が始まりました。「チコちゃんと一緒」には

インパクトがあったと思います。

お話は「なぜ、夜があるのか」「なぜ、まばたきを

するのか」とごく日常の中から話題を取り上げ、宇宙

へと広がっていきました。

講話の最後は金子みすずさんの詩に中田喜直さんが

作曲し、少年少女合唱団が歌った「星とたんぽぽ」を

聞いて終わりました。

もしかすると子どもたちよりも大人の方が楽しんだ

のかもしれないお話でした。

《朝会から》

１１月が親子読書月間だったこと

から、朝会で本の紹介をしました。

絵本を中

心に話しま

した。写真

にあるのは

島田ゆかさ

んのバムケ

ロシリーズ（４冊）の１冊です。他

にガラコシリーズ（２冊）もあり、

人気の絵本です。

卒業まで読んでほしいと思ってい

る本として五味太郎さんの『じょう

ぶな頭とかしこい

体になるために』

を紹介しました。

一度手にとって

ほしいなあ、と思

っています。短編

なので読みやすい

ですよ。


