
六郷小学校 学校報

Ｒ２．１２．２５（金）

Ｎｏ．３８六 郷 ろくごう

新しい「学校での生活様式」を意識しながら、
児童、保護者さん、地域の方々、教職員とで共に
進んできた2020年。もちろん油断はできませんが、
無事に今年を終え、新しい年を迎えられそうです。
４月・５月は、諸行事に「中止」という文字が

押されました。その後は、感染リスクを避けるこ
とを考えながら、様々な活動や学校行事等を徐々
に行ってきました。その中で、大きな手応えもあ
りました。特に、学習発表会は、学年ごとの入れ
替え制ではありましたが、学年や部活動の一体感
を感じさせる質の高い発表を、子どもたちが披露
してくれました。
日々の学習や生活において、集中して「ねばり

づよく」取り組む姿や、新たなことに「ちょうせ
ん」する姿も大いに見せてくれました。委員会活
動を中心に、「よりよく」と全校に呼びかける姿
もありました。そして、応えようとする全校の子
どもたちの心をうれしく感じています。
保護者の皆様の多方面にわたるご理解とご協力

に感謝申し上げます。
子どもたちが健康な冬休みを過ごし、また全校

で集える日を笑顔で迎えたいと願っています。
ご家族の皆様におかれましても、健やかでよい

お年をお迎えください。

１２／２５(金) 全校集会
各学年代表の発表＆サプライズ

がんばったことは、算数のさくらんぼ計算
とバナナ計算です。すらすらできるようにな
りました。冬休みは、スキーをいっぱい練習
したいです。 （１松 Ｏ． ○○）

ぼくが、こうきぜんはんにがんばったこと
は、かけ算の九九です。一のだんから九のだ
んまで、すらすら言えるようになって、自分
でもびっくりしました。これからは、下から
のとばしにもちょうせんしたいです。
冬休みにがんばりたいことは、スキーです。

ぼくは、スキーがにがてなので、いっぱいれ
んしゅうしてスキーがうまくなりたいです。
おさらあらいのお手つだいもがんばります。
楽しみなことは、雪あそびです。きょうだい
で、雪がっせんをしたり、かまくらを作った
りしてあそびたいです。（２松 Ｔ． ○○）

わたしが、後期前半がんばったことは、「と
びばこ」です。理由は、小学校に入って一度
もとべなかった四段が、三年生になってとべ
たからです。
冬休みに楽しみにしていることは、スキー

です。楽しく練習して、じょうずになりたい
です。 （３松 Ｓ． ○○）

ぼくが、後期前半にがんばったことは、二
分の一成人式です。練習の時は、グループの
みんなで協力してじゅんびをできたし、本番
では、家族に十年分のありがとうを伝えるこ
とができたからです。
冬休みにがんばりたいことは、雪よせです。

車の出入りがスムーズになるようにしたいか
らです。また、いつもげん関がキレイになる
ようにしたいからです。 （４松 Ｓ． ○）

ぼくががんばったことは、勉強です。わけ
は、コロナがはやっているときだけど、いっ
しょうけんめいがんばったからです。
冬休みにがんばりたいことは、雪寄せです。

平日は家の人がいないので、その分がんばり
たいからです。 （５松 Ｕ． ○○）

わたしたちは、後期が始まり、すぐ修学旅
行に行きました。一番心に残っているのは、
森吉山です。森吉山では、ロープウェイに乗
って見た紅葉がとてもきれいでした。また、
美郷中では「はやぶさ２」について学びまし
た。宇宙に興味がなかったけど、新たな体験
になりました。冬休みは、新聞や本を読み、
新しい知識をどんどん増やしたいです。

（６竹 Ｆ． ○○）

○第23回県南地区小学生新人バレーボール大会
第３位 美郷エスペランザ スポ少（12/5）

○第14回美郷ウインターカップ
少年フットサル大会 Ｕ10の部 （12/13）
Ｂブロック 第３位 美郷ＦＣスポ少



１２／２１(月) わらび座かっちゃん先生と
３・４年生が元気にソーラン踊り

前回の５・６年
に続き、わらび座
の先生をお迎えし、
３・４年生がソー
ランの踊りを教え
ていただきました。
準備運動の後、

一つ一つの振りを
教わると、すぐに
元気に反応してい
ました。６０分の
設定時間で、途中
の休憩タイムでは、
学習発表会でソー
ランを踊った４年
生メンバーがステ
ージ下に集まり、
一節踊るという場
面もありました。
最後には、曲に

合せて踊りを完成
させました。（２回
踊りました。）
「最初は難しか

ったけれど、踊れ
てうれしい。」とい
った感想が、３年
生からも４年生か
らも出されました。

１２／２２(火) ６年生：
「薬物乱用防止教室」を行う！
学校薬剤師さんの

Ｔ．先生をお招きし、
「薬物乱用防止教室」
を行いました。
絵や写真と動画、

そして、キーワード
によるスライドを見
ながら、お話を聞き
ました。
主な内蔵の働き、

薬の飲み方、タバコ
やアルコールの依存
症などと成長期の関
わりについて、お話
くださいました。
最後には、感染拡

大防止の観点からマ
スクの着用の仕方に
ついてもお話くださ
いました。

特に印象に残っていることは、臓器の大き
さと働きです。心臓は、自分のにぎりこぶし
くらいなど、普段学校では習わないことなど
を教えてもらいました。今日学んだことを家
の人にも伝えたいと思います。

（６竹 Ｃ． ○○）

一番心に残ったのは、お酒やタバコは未成
年のうちに飲んだりしてはいけない内容につ
いてです。小・中学生は、成長期で栄養をた
くさん吸収するので、逆に少量の悪いものも、
たくさん吸収してしまうことが分かったから
です。 （６竹 Ｓ． ○○）

１２／２２(火)５年生・１２／２４(木)２年生
「大小島真木展」を鑑賞する！

現在、学友館では、
「“起源と対話”木・
火・土・金・水」と題
された展覧会が行われ
ております。
本校では、昨年度、

大小島さんに「火」を
テーマに壁画を制作し
ていただきました。制
作中に、多くの子ども
たちが交流しました。
特に、壁画制作の教

室がすぐ隣だった現５
年生は、壁画の「続き
の絵」をそれぞれに描
きました。本校で一番
に鑑賞に行ったのが５
年生です。そして、現
在美郷町に在留中の大
小島さんに直接、一つ
一つの部屋、一枚一枚
の絵や陶器について説
明いただきました。（ラ
ッキーなことです。）
「もっと見ていたい」
「また鑑賞に来たい」
と言う声が多く聞かれ
ました。
また。12月24日(木)

には、２年生が鑑賞に行きました。この後、１月
15日(金)に１年生、19日(火)に３年生と６年生、
20日(水)に４年生と、全校児童が鑑賞に行きます。
展覧会は、１２月１９日(土)～１月２４日(日)

までの開催ですので、是非足をお運びください。

入館料：高校生以下…無料、一般…300円
休館日：毎週月曜日



１２／２３(水) １・２・３・４年生
「ほんもの講座」でわらび座
「わくわく和ライブ」を楽しむ！
今年度、感染拡大防止の観点から一旦は中止に

なった４年生以下の「ほんもの講座」でした。
その後、町教委の計らいで、上記の講演が実現

しました。本当にありがたいことです。
太鼓や横笛・尺八、三味線、琴などの楽器での

お囃子や民謡、クリスマスソングメドレーの披露、
なまはげ太鼓、青森「盆舞」、山形「花笠音頭」
など、４５分全集中で楽しむ時間となりました。

学校に戻り、アンケートで振り返りました！
感動の思いが伝わる感想がたくさんありました。

おんがくが、とってもすごかったし、ダン
スもじょうずでした。すばらしいとおもいま
した。 （１年生）

足がふるえるぐらい、いろいろな音楽が、
とてもすごかったです。
「おぼんのおどり」のひろうも、とてもす

ごかったです。 （２年生）

わたしは、「ぼんまい」がすごいと思いま
した。あれだけおぼんをくるくる回して、お
ぼんがどうして落ちないのかと不思議に思う
ほどすごかったです。
ほかに、おどったり音楽をえんそうしたり

するところもすごいと思いました。ゲームや
手びょうしをしたり、はく手をしたりするの
も楽しかったです。 （３年生）

全員が息ぴったりで、見ている方も楽しか
ったです。かみちゃんは、一年目なのに、み
んなについていっていました。「ぼんまい」
で、最後にミスをしてしまったけど、引きず
らないで、すぐに笑顔でやっていてすごいな
と思いました。そして、上手にできるように
なるために、練習をいっぱいしていることが
伝わりました。
ぼくは、学習発表会で「やすぎ節」をやっ

たので、よければ次に、やすぎ節をやってほ
しいです。 （４年生）

～学習風景の一コマから～

１年生と２年生も
メルビン先生と、
英語タイム！

プログラミングカー
車に走行の命令情報

を入力して動かします。

３年生の図工で
初めて釘打ち経験。
４年生では、鋸の
学習に進みます。

５年・６年の
調理実習は、後期
から実施。手際の
よさに感心！



１２／２１(月) ４年生：畑の収穫物
で「スイートポテト」を作る！

学年畑で、今年
も大収穫をした４
年生。そのサツマ
イモを使って、ス
イートポテト作り
を行いました。
今年目指したの

は、「お店の味」。
Ｎ．先生の指導の
下、蒸かしたいも
を練ったり、砂糖
やクリームなどを
混ぜたり成型した
りと、グループで
協力し合いながら、
上手に作ることが
できました。昨年
度の経験が生きて
いました。
焼き上がったス

イートポテトは、
一人三個ずつ配ら

れました。一つは、給食時間に食べて、二つは、
お土産に家に持ち帰りました。（お家の方も、味
わわれましたでしょうか。）
５年生になると家庭科が始まりますが、きっと

新しい教科にも意欲的に取り組むと思います。

トイレピカピカ大作戦！

ねらい

○勤労の大切さを知り、協力して責任を果た
そうとする態度を養う。

○トイレを重点的に清掃する活動を通して、
自分たちの学校を大切にしようとする心を
育む。

○異学年児童同士の交流を図り、思いやりと
助け合いの気持ちを育てる。

このことを目指し
て、「トイレピカピカ
大作戦！」を実施す
ることにしました。
組み合わせは、

①１年生と６年生、
②２年生と５年生、
③３年生と４年生。
さっそく、１２月

１８日(金)に、第１
回を実施しました。
①のグループが担当
です。

ゴム手袋をしっかり
はめて、準備ＯＫ。
５箇所に分かれて、

メラニンスポンジなど
も使いながら、細かい
部分や床面をきれいに
磨きました。
６年生が、１年生を

サポートしながらの作
業ですが、１年生も自
分から積極的に汚れを
見付けて取り組んでい
ました。ずいぶん掃除
が上手になったこと
と、やる気に成長を感
じます。やり終えて充実感のある表情でした。
年が明けてから、②のグループ、③のグループ

が担当します。がんばってくれることと思います。
きっと、トイレの神様も、本校の子どもたちを

見守ってくれることでしょう！

落雪危険！
軒下に近づかないように！

地域の方（ご自宅の方）より、子どもたち
の登下校に対して、雪庇に注意してほしいと
心配する声をいただきました。
学校で確認し、「軒下に近づかないように」

というポスターを貼るとともに、各学級で子
どもたちに指導しました。
この場所に限らず、落雪等が心配される箇

所は多いと思います。冬休み期間、お子さん
と確認し、危険な場所には近づかないように、
ご家庭でもご指導くださるようお願いします。

『福 引 き 大 会』
５年生がお手伝いします！

日時 １２月２６日（土）
５年生は、10：30～12:00

場所 湧太郎 國之誉ホール
主催 六郷商店会歳末大売り出し


