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明日２６日（水）から１月１４日（月）まで、

２０日間の冬休みが始まります。

年末年始は、大人でも規則正しい生活が難し

い時期ですが、子どもたちには、規則正しい安

全な生活、家族の一員としての役割を果たす生

活、学生としての本分を果たす生活を送ってほ

しいと願っています。

そのためにも、先のＰＴＡで配布した「楽し

い冬休みを過ごすために」を再度お読みいただ

くとともに、次の点にもご配慮をお願いします。

①携帯電話やインターネットの利用等、家庭内

でルールを作り、保護者と子どもとで確認し

合いながら、安全に利用できる環境を作る。

（本校には、サイト等を２時間以上利用してい

る子どももいます）

②ＴＶゲームよりも、五感（視覚・聴覚・嗅覚

・味覚・触覚）を使った遊びが幼少期の子ど

もには必要であり、ゲームのし過ぎを避ける。

…など、各家庭でのご指導、よろしくお願いし

ます。今日の「冬休み前集会」で子どもたちが

発表した作文を紹介します。

◇１年

「がんばったこと、

たのしみなこと」

ぼくが、こうきにがんばったこ

とは、ぜん校テストです。いまの

ところ、百てんです。おうちでれ

んしゅうをがんばっています。１月も百てんを

とりたいです。

うれしかったことは、バドミントン・デーが

できたことです。休みじかんに、ともだちとあ

そぶと、とてもおもしろいです。

できるようになったことは、お手つだいです。

せんたくをしたり、ピーマンをきったりできる

ようになりました。

ふゆ休みにたのしみなことは、おうちにある

本のせいとんです。たくさんあるので、きれい

にするのがたのしみです。もう一つは、スキー

です。今までやったことがないので、しんぞう

がドキドキするけれど、じぶんですべられるよ

うになりたいです。

ふゆ休みがおわると、２年生にちかづきます。

なんでもじぶんでできる２ねんせいになりたい

冬休みが始まります！ です。１ねんせいにやさしいおにいさんになり

たいです。

◇３年

「後期前半のふりかえりと

冬休みにがんばりたいこと」

ぼくは、後期前半でがんばった

ことが三つあります。

一つ目は、一人べんきょうです。

１年生、２年生の時のノートよりもマスが小さ

くなったので、字の大きさや形に気をつけて書

くことができました。一人べんきょうのりょう

も多くなってきました。休みの日はとくに多い

ので、がんばって書くようにしました。

二つ目はテストです。全校テストでは、パー

フェクト賞をねらっていましたが、後期の１回

目で百点が取れませんでした。でも２回目と３

回目は百点を取ることができのたで、残りの１

回も百点を取りたいと思います。

三つ目はスポ少です。ぼくは、今年の５月に

豊成ブレイズに入団しました。一生けん命練習

して、ボールを上手に投げたり、打ったりする

ことができるようになってきました。これから

もっともっとうまくなって、試合に出てホーム

ランを打ちたいと思います。

次に、冬休みにがんばりたいことです。ぼく

が冬休みにがんばりたいことは、まずスキーで

す。小学校に入って３回目の冬休みなので、１

・２年生のころよりも、転ばずにきれいにすべ

りたいと思います。そのために足をそろえてす

べる練習をしたいと思います。

次にお手伝いです。お手伝いは夏休みにあま

りできなかったので、皿あらいやおふろあらい

を毎日続けて、おうちの人にも喜ばれたいです。

三つ目は健康に気をつけることです。これか

らますます寒くなるので、朝起きてから、夜寝

るまでの間、規則正しい生活を心がけてかぜや

インフルエンザにかからないようにしたいです。

冬休みは、この三つのことをがんばり、友だ

ちとも仲よくして、楽しくすごしていきたいと

思います。

◇５年

「楽しみな冬休み」

ぼくは冬休みがとても楽しみで

す。



まず、ラウンドワンに行くことと、映画を見

に行く予定があるからです。特に映画はドラゴ

ンボールスーパーブロリーのはく力あるバトル

が楽しみです。

今年はスキーの練習をがんばりたいです。ス

キー選手のようにすべってみたいと思っていま

す。スキー場での練習をすぐにあきらめないで

取り組みます。

バスケットの練習はドリブルやシュート、パ

スなど基本をしっかりやれるようにし、仲間と

協力して試合に勝ちたいです。

冬休みに一番がんばることは、音読です。こ

れまで毎日続けられずにいました。この冬は、

お父さんが音読を毎日聞いてくれることになっ

たので、二人でがんばります。

冬休みが終わると、また６年生に近づきます。

あいさつがしっかりできるようにしていきます。

また、６年生を送る会にむけて意見をしっかり

出し、積極的に行事を進めていこうと考えてい

ます。

１８日（火）５時間目、ＡＬＴのコリン先生

をお迎えして、音楽室で全校外国語活動「クリ

スマスパーティ」を行いました。

英語であいさつした後、縦割り班での英語カ

ルタ、クリスマスカード交換、英語でゲーム、

そしてコリン先生の歌とギターに合わせて、全

校で「ジングルベル」を歌いました。「楽しかっ

た～。」という子どもたちの声が多く聞かれ、英

語にも親しむことができたようです。英語でゲ

ームの「ヘッド、ショルダーズ、ニーズ＆トー

ズ」はご家庭でもできるゲームです。どんどん

スピードアップして、家族で楽しんでみてはい

かがでしょうか？「ヘッドショルダー」で検索

すれば、ネット上にいろいろな動画がありまし

たので活用してお楽しみください。

【英語カルタ】 【カード交換】

【英語でゲーム】 【ジングルベル】

クリスマスパーティ

１２月９日のＰＴＡ全体会でも、子どもたち

の「元気なあいさつ」や「廊下を走らない」が

なかなか改善されないことをお伝えしましたが、

その後、運営委員会や先生たちから改善に向け

たアイディアが出され、今、二つのことが実行

されています。

一つは、全校の子どもたちが、「いつも」

「相手の目を見て」「明るく元気に」「大

きな声で」という「岡小のあいさつ」が

できるようになるため、各学年代表１名

と運営委員が「あいさつ大使」となり、

毎週水曜日に右の名札を付けて、「あいさ

つ運動」を始めてくれました。

もう一つは、安全のために「廊下を走

らない」が全校の子どもたちに守られるよう、

運営委員が岡小タイムや昼休みに廊下に立って

呼びかけながら注意をしてくれています。２０

日（木）のお昼の放送では「岡小タイムに全校

の約３０％の人が廊下を走っていたので、みん

なで注意しましょう。」と呼びかけをしてくれま

した。また、その日の昼休み後の放送では「昼

休みに廊下を走っていた人が、全体の約２０％

でした。みんなで気をつけましょう。」と呼びか

けてくれました。

子どもたちには、前期の終業式で、「『廊下を

走らない』という約束を、全校みんなで協力し

て守ろうとすることで、『やってはいけないこと

をやってしまう心や体に、ブレーキをかけるこ

とができる人になろう！』」と呼びかけています。

これは、「一点突破全面展開」の考え方です。私

はある方に、「広い野原のあちこちの草むしりを

しても、自分のやった仕事が見えない。しかし、

３０㎝四方の草むしりをがんばれば、自分のや

ったことが成果となって確認でき、次の活動の

意欲につながる」と教えてもらいました。

このように、「何かを成し遂げ、それを自信に

して、他の活動によい影響を与えていく」こと

ができるような生徒指導や児童会活動であれば

いいなと思っています。そのためにも、各ご家

庭の協力が必要です。いろいろな場面で子ども

たちに声をかけて自分で考えさせながら、将来

の自立に向けて必要な力を、コツコツと積み重

ねるような、家庭でのご指導をお願いします。

※一点突破全面展開（いってんとっぱぜんめん

てんかい）：ある一点にしぼり突破口を開き、

他方にも展開していくという意味。

本校から出品した作品の中から、次の方の作

品が、県大会に推薦されることになりました。

おめでとうございます。

◇入賞 ２年 中村 ３年 加藤

児童生徒美術展

あいさつ大使



平成３０年度秋田

県小学生人権標語コ

ンテストに応募した

本校の作品の中から

６年生の さ

んの作品が、大曲人

権擁護委員協議会長

【人権擁護委員の方と】 賞を受賞しました。

おめでとうございます。

これをきっかけに、皆さんで「人権」につい

て考える機会をもっていただければありがたい

です。受賞した標語を紹介します。

「ありがとう」 笑顔で言って いい気分

「少年少女俳句の広場」に出品した作品の中

から、次のみなさんの作品が優秀作品賞を受賞

しました。２６日（水）午前９時から豊岡分館

で表彰等が行われます。おめでとうございます。

□優秀作品賞

・４年 井上 、高橋 、藤澤

藤田

・５年 草薙 、熊谷 、鈴木

藤澤

・６年 加藤 、加藤 、金野

田口 、藤岡 、藤澤

松瀨

２１日（金）、今年最後のよみっこがありまし

た。今回は、全校一緒に音楽室で行いました。

草薙さんからは、低学年用に大きな絵本を使

った読み聞かせを、小松さんからは、高学年用

に山本周五郎さんの作品の読み聞かせを、そし

て、高橋さんからは、「赤鼻のトナカイ」の手話

と歌を教えていただきました。

【絵本の読み聞かせ】 【赤鼻のトナカイ】

いつもは、学年に応じた読み聞かせを行って

いますが、この日のように、低学年や高学年向

けのものを一緒に聞く機会も、子どもたちにと

って、とてもよい刺激になると感じました。

また、草薙さん、小松さん、高橋さんから、

クリスマスということで、子どもたち全員に、

人権「標語」 入賞おめでとう

第１５回少年少女俳句の広場

今年最後の よみっこ

学年別の素敵な折り紙等のプレゼントがありま

した。本校の子どもたちのために、こんなに苦

労してがんば

ってくれる方

々がいること

を、本当にう

れしく、そし

て、ありがた

く思っています。 【クリスマスプレゼント】

２１日の休み時間、突然、校長室をノックす

る音と１年生の声が聞こえました。「そういえば、

岡小タイムの時に、廊下に、クッキーを焼くい

いにおいがしていたな～。もしかして…(^_^)」

と思ったら、ビンゴ！一年生が、焼き上がった

クッキーを袋に入れて、「できました～！」と見

せに来てくれました。給食前で、お腹がすいて

いたせいもあり、「やった～、食べられるかも？」

と期待したのも一瞬、そのまま今度は職員室に

「できました～！」と見せに行ってしまいまし

た。

その時のがっかり感が冷めた後、「なんて自分

は食い意地が…」と嫌悪感を感じ、さらに、「私

にはくれるだろう」という思い上がりが少しあ

ったことに気付かされました。そして、「これは、

いい意味での、子

どもたちからのク

リスマスプレゼン

ト（自分のよくな

い点を気付かせて

くれた）だな！」

と思った出来事で

した。恥ずかしい【だって、そう思うでしょ!?】

話です。

２１日午後、本校の学校評議員であり、「ＦＭ

はなび」のパーソナリティを務めている草薙さ

んが、本校の「百人一首たてわり交流」（４回目）

の取材をしに来てくれました。

【取材の様子】

なお、草薙さんが予想していた状況とは異な

り、１年生が上級生を抑えてトップとなってい

る班が多く、放送でどのような感想が聞かれる

のか楽しみです。なお、今回の取材の放送予定

は次の通りです。ご家族でお楽しみいただけれ

「ＦＭはなび」の取材

１年生 クッキーづくり



ばありがたいです。

ＦＭはなび

平成３１年１月４日（金）

「草薙幸隆が行く！ぐるっと大仙」

ＡＭ７：４５頃～ 放送

先日より、豊岡地区内でサルの目撃情報が相

次いでいます。サルによる子どもたちへの被害

を防ぐために、次のことなどを、各家庭で確認

してください。

①保護者と一緒に外出する。子ども

一人で外出しない。

②サルに出会っても、サルを刺激し

ない。

③エサを与えない。

④戸締まりをしサルの室内への侵入を防ぐ。等

これ以外にも注意事項があると思いますので、

どうか、ご指導、よろしくお願いします。

１２月１２日（水）付けの新聞にも掲載され

ていましたが、「田沢湖高原リフト」さんから、

たざわ湖スキー場の一日無料リフト券をいただ

きました。本日、子どもたち全員に配布しまし

たので、どうか、ご確認願います。

ある方から学んだことを思い出し、後期の始

業式と今日の「冬休み前集会」で、子どもたち

に「心の貯金箱」についてお話ししました。

「皆さんの心に『心の貯金箱』を置いてくださ

い。心の貯金箱は、楽しい思い出。できなかっ

たことががんばってできるようになったという

達成感や自信。友だちを元気づけたり助けたり、

ボランティア活動をがんばったりした喜びなど

を貯金していく貯金箱です。

心の貯金箱がいっぱいになればなるほど、自

分に自信をもって行動できるようになったり、

辛い時や悲しい時に耐えたり我慢できたり、人

に優しくしたりと、そんな、心の優しく強い人

になれると思っています。

また、いっぱい貯まっている人ほど、心の落

ち着いた生活を送っていると思います。逆に、

心の貯金箱が空っぽに近い人ほど、すぐ怒った

り、カッとなって相手をたたいたり、意地悪を

したりしてしまう人かも知れません。

心の貯金箱に貯めていくものは、お金で買う

ことができないもの、別の言い方をすれば、お

金がなくても貯金できるものです。皆さんの、

サル 出没 注意！

たざわ湖スキー場
リフト券を配付しました

心の貯金箱

気持ちのもち方一つで、貯めていくことができ

るものです。がんばってみましょう。」という内

容です。

仕事の都合等で、普段、なかなか子どもと話

をしたり、触れ合ったりすることができない方

もいらっしゃると思いますので、冬休みや年末

年始を利用して、子どもの心の貯金箱へのご協

力を、どうか、よろしくお願

いします。

健康で、
安全で、

有意義な冬休みを！

２０１９年も、

どうかよろしくお願いします！

豊岡小学校 職員一同！


