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保護者 の皆 様、 地域の 皆様、 日頃 より 本校の 教育活 動に ご理 解とご 支援を 賜り 、心 より感 謝申
し上げます。
さて 、１ １月 ６日（ 土）に 本校 の学 芸会を 実施し まし た。 時期的 には例 年と 同じ ですが 、昨年
同様に 新型 コロ ナウイ ルス感 染症 予防 対策と して演 目発 表は 学級ご と、参 観は その 家族に 限定さ
せてい ただ きま した。 本来で あれ ば全 ての演 目を保 護者 の皆 様全員 に、そ して 地域 の皆様 にも本
校の教育活動をご覧い ただく貴重な機会でし たが、やむを得ません でした。
幸いにも、天候にも 恵まれ（雨や風の音で 音声が聞こえないとい うこともあるのです）、子ども
たちは 練習 の成 果を思 う存分 発揮 して 素晴ら しいパ フォ ーマ ンスを 見せて くれ まし た。演 劇をベ
ースと しな がら その中 に歌や 踊り 、器 楽等の 要素を 取り 入れ 、見る 人の心 をつ かみ ました 。小学
生らし いか わい さに 、 はっき り堂 々と しゃべ るせり ふや 歌や 踊りが 加わり 、参 観者 の皆様 の目も
釘付け とな って いまし た。い ざス テー ジに立 つと 、 どの 子も 堂々と 演じる 姿に は 、 日々成 長がよ
くわか りま す。 これは 、学芸 会の ため だけに 練習す るこ とで はなし 得ない こと なの です。 皆様に
見てい ただ く発 表する ために は、 日頃 のあい さつ、 話し 方を 教え、 授業中 の様 々な 活動の 中で、
総合的 に鍛 えて いくこ とが必 要な ので す。み んなで 作り 上げ ていく 以上、 協力 する こと、 人の気
持ちを 考え るこ と、そ れがで きて はじ めてよ い発表 とな るの です。 そして 、子 ども たちの 立派な
発表の基になっている のは教 職員 の指導です 。子ども一人ひとりの 良さ
や持ち味を引き出し、 自信を 持って 演技させ るのが腕の見せ所です が、
本校の教職員は皆、素 晴らしい力を発揮して くれました。そのおか げで 、
子どもたち自身も達成 感や自己の成長を感じ ることができま した。子ど
もに寄り添った、きめ 細やかな指導の成果で す。

猫 に 鈴 を つ けよ う

また 、演 劇の 効果音 もパソ コン やタ ブレッ トに入 れて おき 、必要 な場面 で瞬 時に 音を出 すこと
もスムーズな演出に効 果を発揮していました 。以前は CD などに 音を入れていたため、 タイムラ
グが発 生し がち でした が 、こ のよ うな ことで も学校 は進 歩し ていま す。来 年こ そ、 全演目 を保護
者、地域の皆様にご覧 いただけることを願っ ています。
この 学校 便り が発行 される １１ 月下 旬には 、雪も 降り 始め いよい よ冬本 番の 訪れ となり ます。
校舎か ら窓 の外 を見ま すと、 ただ の雪 景色か と思い きや 、豊 かな自 然に囲 まれ た本 校では 、様々
な野鳥を見ることがで きます。私が確認した だけでも、シジュウカ ラ、ゴジュウカラ 、ヤ マガラ、
ハシブ トカ ラ、 アカゲ ラ、ヤ マゲ ラ、 ヒヨド リ、カ ケス 、シ マエナ ガは普 通に 見る ことが できま
す。ま た、 面白 いのは エゾリ スで す。 学校の 向かい にあ る「 元気の 森」か ら道 路を はさん だ校庭
に頻繁に行き来してい ます。しかもきちんと ？横断歩道を渡ってい るのです（たまたまで すかね）。
冬場も餌を求めて活発 に動き回る野生の姿を ごく間近に観察できる のも 、本校の良さです 。
今年も残り１ヶ月ほ どになりました。これ からますます 寒くなり ます。皆様ご自愛くだ さい。

１１月６日（土）に 第６５回の学芸会を行 いました。今年度 につ いて も新型コロナウイ ルス
感染症の拡大防止のた め、学年別に時間を分 けての実施、 観覧につ いても当該学年の児童 の家
族のみという形で行い ました。 残念ながら、 他の学年の様子を見た り 、広く地域の方々に 見て
もらったりすることは できませんでしたが 、 子どもたちは本番に向 け
て一生懸命に練習に取 り組み、当日はどの学 年も素晴らしい発表を 行
うことができました。 行事はもちろん普段の 生活についても、なか な
か、今までと同じ形の ものを実施することが できていませんが、そ の
中でもできることを考 え、工夫して取り組み を進めています。

１１月 ２２日（月） に 、４年生のふるさと 学習が美瑛東小で行わ れ
ました。美瑛町の天文 台「美宙」の天文台長 である 、佐治晴夫先生 か
ら、生命や宇宙につい ての話がありました。 様々な人から、話を聞 く
中で、自分の将来につ いても考えるきっかけ にして ほしいと思いま す。

＜1２月の主な行事＞
６日（月）
７日（火）
１０ 日（金）
１４ 日（火）
１７ 日（金）
２４ 日（金）

朝会
参観日、懇談会
午前授業（下校バス 13:05）
委員会
代表委員会
２学期終業式、大掃除

１２月２５日（土）～１月１７日（月）
冬季休業日
１２月２９日（水）～１月 ３日（月 ）
学校 閉庁日
◎３学期始業式 は１月１８日（火）で す 。

◎地域の方からハロウ ィンかぼちゃを たくさ ん いただきました。あ りがとうございました ！

