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「夢に向かって 明るく しなやか 豊岡の子ども」

あかまつあかまつ
豊岡小学校

校長室だより ＮＯ.４１

Ｈ３１．１．１５

１５日（火）、冬休み明け全校集会を開きまし

た。冬休み中は事故やけがもなく、また、子ど

もたち全員が、明るく元気に、笑顔で登校して

くれたことを、本当にうれしく思っています。

これも、各ご家庭のご指導のおかげと感謝して

います。２０１９年も、どうか、よろしくお願

いします！

今日の集会で発表してくれた子どもたちの作

文を紹介します。

◇２年

「冬休みに楽しかったことと

今年のもくひょう」

わたしは、冬休みに楽しかっ

たことが、たくさんありました。

とくに楽しかったことが二つあ

ります。

一つ目は、かぞくでスキーに行ったことです。

大台スキー場に行きました。雪がふっていたけ

れど、人がたくさんいました。リフトにのって

山にのぼりました。さいしょはこわかったけれ

ど、ゆうきを出してすべりました。１回もころ

ばないですべれてうれしかったです。お父さん

にほめられました。

二つ目は、もりおかにあそびに行ったことで

す。じんじゃにおまいりに行ったり、イオンに

行ったりしました。イオンではゲームコーナー

でＵＦＯキャッチャーをしました。お兄さんが

三つもけいひんをとってすごいと思いました。

とても楽しい一日でした。

今年のもくひょうは二つあります。

一つ目は、しせいをよくして、ていねいな字

を書くことです。わたしは、あまり字がきれい

ではないので、お父さんによく字がきたないと

言われるのでなおしたいです。

二つ目は、もっとうんどうがとくいになるこ

とです。うんどうかいで、１いをとったり、プ

ールですいすいおよいだりしたいです。そのた

めに、いっぱい体をうごかして、あそんだり、

おかトレをがんばったりしたいです。

今年も友だちとなかよくしながら、楽しい１

年にしたいとおもいます。

２０１９年
今年も､よろしくお願いします！

◇４年

「冬休みの思い出と今後の目標」

ぼくの冬休みの思い出は、三つ

あります。

一つ目は、スキーです。今年は、

去年よりもスキーに行くことがで

きなくて、２回しか行けませんで

した。でも、きちんとしたすべり

方を教えてもらいながら転ばないように、すべ

ることができました。これからも、しっかり練

習をして、いいすべりができるようにがんばり

たいです。

二つ目は、いとこと遊んだことです。東京に

いるいとこが遊びにきて、だけの湯にとまって、

ご飯を食べた後に、いっしょに遊びました。次

の日は、大曲イオンに行って、いとこといっし

ょに写真をとったり、ゲームをして遊んだりし

ました。次の日は、お母さんの実家で、いとこ

といっしょに、おにごっこやかくれんぼをして

遊びました。とても楽しかったです。また、い

っしょに遊びたいです。

三つ目は、お正月のことです。大みそかの朝

に、お父さんと山にゆずり葉をとりに行きまし

た。山には雪が積もっていて、登るのが大変だ

ったけれど、がんばって登って、ゆずり葉をと

ることができました。夜は、紅白歌合戦を見な

がらご飯を食べて、１２時になったら神社に行

ってきました。暗かったし雪も積もっていて、

行くのが大変でした。でも、楽しかったです。

なので、来年も行きたいです。

ぼくの今年の目標は二つあります。

一つ目は、勉強です。ぼくは、国語が苦手な

ので、国語をいっぱいやって、全校テストで百

点を取れるようにがんばりたいです。もちろん、

算数も全校テストで百点を取れるようにがんば

りたいです。

二つ目は、野球です。去年は、守びではエラ

ーをしたし、バッターではあまり打てなかった

ので、今年はもっと練習をして、守びではエラ

ーをしないように、バッターではいっぱいヒッ

トを打って、去年１本だけだった長打を、今年

は１０本以上打てるようにがんばります。

今年は、とくにこの二つの目標に向けて、が

んばっていきたいと思います。
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◇６年

「冬休みの思い出と

卒業までにがんばりたいこと」

冬休みにがんばったことは三つ

あります。

一つ目にがんばったことは家の

手伝いです。雪よせやふろ洗い、

食器洗いをほとんど毎日、手伝いました。冬休

みが終わっても、自分の仕事だと思って、自分

から進んでやるつもりです。

二つ目にがんばったことは、一人勉強です。

一人勉強では、今までやってきた漢字や算数で

特に苦手なところを得意になるまでがんばりま

した。

三つ目にがんばったことは運動です。スポ少

以外にも自分でできることを積極的にやったこ

とです。腹筋やうで立てふせを６０回ぐらいず

つやりました。これからも、自分でできる運動

は、自分から進んでやりたいと思います。

そのほか楽しかったことは、家にいとこが来

たことです。いとことゲームで遊んだり、一緒

にテレビを見たり、ご飯を食べたりして楽しか

ったです。それに、あまり会えないお父さんと

久しぶりに会ったこともうれしかったです。一

緒に雪合戦をしたり、家にとまったりして、と

ても楽しかったです。また、お父さんの家に行

って楽しい思い出を作りたいです。

今日から後期後半が始まります。今まで以上

に授業に集中して取り組み、得意になってきた

漢字を冬休みにさらに完ぺきに書けるようにし

たいです。まだ、卒業する実感があまりありま

せんが、小学校で身に付けることをしっかり身

に付けて、くいのないように残り短い小学校生

活を過ごしたいと思います。

昨年の１２月上旬、今年度２回目の「いじめ

に関する実態調査」を行いましたので、その結

果をお知らせします。

□いじめの認知件数

□いじめの態様

この調査は、「今の学年になってから、友達を

いじめたことがあるか」「今の学年になってから、

同じ学校の人にいじめられたことがあるか」「今

の学年になってから、あなたのクラスでいじめ

いじめに関する実態調査

にあった人のことを見たり聞いたりしたことが

あるか」等を全校児童にアンケート調査し、ま

とめたものです。

なお、 全てに関して、今回の実態調査、

毎月行っている「心と体の健康チェック」、定期

的に行っている教育相談、子どもからの訴え、

日常の観察等により本人と面談を行い、学級担

任による全体指導や個別の指導等で、既に解決

しています。

また、この実態調査から、「いじめられる人も

悪いところがあるのだから、しかたがない」「い

じめはかわいそうだと思わない」「いじめはたい

したことではない」「いじめられたら、しかえし

をすればいい」「いじめられていても助けてあげ

たいと思わない」と考えている子どもたちがい

ることがわかりましたので、今後の学級指導や

道徳の授業等を通して、子どもたちの心を耕し

ていきたいと考えています。各ご家庭でのご指

導も、どうか、よろしくお願いします。

大仙市では「ふるさと博士育成事業」を行っ

ており、今回、次のみなさんが認定されました

ので紹介します。

○初級認定

３年 井上 、加藤 、熊谷

佐藤 、秩父 、富樫

藤澤 、藤田 、村上

藤澤

４年 髙橋

○中級認定

３年 信田

４年 井上 、高橋 、藤澤

５年 草薙 、熊谷 、鈴木

ふるさと博士育成事業

□ねらい

・地域行事への参加や、企業・施設等での見

学・体験など、地域と関わる活動を通じて、

ふるさとを愛する心を育て、地域の将来を

担う人材の育成を目指す。

□対象

・大仙市内の児童生徒（小３～中３）

□認定基準

・１０ポイント：大仙ふるさと博士初級

・３０ポイント：大仙ふるさと博士中級

・６０ポイント：大仙ふるさと博士上級

・１００ポイント：大仙ふるさと名誉博士

認定記念缶バッジ(下)と認定証がもらえます

【初級】 【中級】 【上級】【名誉博士】

ふるさと博士 認定
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以前から、枯れた木の枝や、枝に積もった雪

が溶けてできた氷のかたまりなど※が落ちてき

て、子どもたちの安全が心配されていた校門横

の２本のもみの木ですが、昨年１２月２７日

（木）の午前に伐採してもらいました。

なお、伐採してくれた業者の方にお願いして、

校舎から見て右側のもみの木の根本付近の輪切

りを残してもらいました。職員玄関前に置いて

ありますので、子どもと一緒に年輪を数えたり、

年輪の間隔の違いを見つけたりして、ご利用い

ただければありがたく思います。

※ 土やミミズが落ちてきたこともありました。

カラスの仕業と思っています。

【伐採の様子】

「平成３１年 第５５回 大曲仙北児童生徒

新年書き初め展」に出品した子どもたちの作品

が、次の賞を受賞しましたので紹介します。

おめでとうございます！

○硬筆

金賞 １年：髙橋 、渡部

２年：加藤 、草薙 、田口

秩父 、中村

銀賞 ２年：門脇 、髙橋 、髙橋

藤澤

○半紙

銀賞 ３年：井上 、熊谷 、佐藤

信田 、秩父

銅賞 ３年：加藤 、富樫 、藤澤

藤田 、村上 、藤澤

６年：加藤 、加藤 、草薙

草薙 、金野 、髙橋

田口 ､田口 ､秩父

千葉 、藤岡 、藤澤

藤澤 、藤澤 、藤田

藤田 、松瀨

新年書き初め展

校門横のもみの木 伐採！

○中仙バレーボールスポーツ少年団

・第２１回県南地区

新人小学生バレーボール大会 準優勝

○中仙おおたアルティスタFC

・２０１８美郷招待Ｕ９フットサル大会

Ｂブロック 準優勝

【中仙バレースポ少】【中仙おおたアルティスタ】

○中仙おおたアルティスタFC

・第１４回美郷チャレンジカップ

少年フットサル大会

ブロンズリーグ

準優勝

１月６日付け「さきがけ こども新聞」に本

校の４～６年生の俳句が掲載されました。ご覧

になった方もいらっしゃると思いますが、学校

報にも掲載しますのでご覧ください。

子どもたちの活躍！

４～６年生 俳句作品
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