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三学期スタート！目標を持ち努力を
令和２年がスタートし早１か月が過ぎました。遅くなりましたが、本年もどうぞよろしくお願

いいたします。年末年始は雪も降らず、穏やかな令和初の新年を迎えました。ただ、強風が吹い

た２日は、畑の土が舞い上がり空が茶色くなるなど、この時期に初めて見る光景に驚かされまし

た。冷え込みの厳しい日もありましたが、十勝晴れが広がることが多かったため、雪不足で今年

も冬休み中にスケートリンクをオープンすることができませんでした。冬休み中にスケートを滑

ることを楽しみにしていた子どもたちにとっては、ちょっとがっかりだったのではないかと思い

ます。雪遊びも同様かと思います。

さて、今年は「子年」です。詳しく言うと「庚子年（かのえねどし）」になります。「庚（かのえ）」

は、「金の陽」の性質を持ち、強さを表します。「子（ね）」は、「水の陽」の性質を持ち、胎児に例え

られることが多く物事の始まりを意味するそうです。このことから、「庚子年」は、大きな変化が生

じる一年だと言われているそうです。また、新しく始めることがとても上手くいくという意味がある

そうです。これまで蓄えてきた力を発揮して、よい変化が現れる１年になることを願っています。

久しぶりに学校に子どもたちの歓声が戻ってきました。ご存知のように三学期は一年の中で一番

短い学期で、今年は４７日間しかありません。この間に、学習や生活のまとめを行うとともに次

の学年への準備もしなければなりません。６年生は、いよいよ卒業や中学校進学に向けての準備

や取組が始まります。短い期間の中にやるべき事がたくさんある学期でもあります。始業式で子

どもたちには、「目標を持ち、その達成に向けこつこつと努力する三学期にしましょう」と話しまし

た。目標を設定することなく漠然と努力しているのでは、やる気も高まりません。自分自身で目標を

設定することで、困難を乗り切って頑張ろうという強い意志を持つことができるものです。とは言え、

努力すれば必ず報いられるとは限りません。しかし、努力しなければその可能性すら失われます。目

標に向かって努力することや諦めずに取り組んだ満足感は、目に見える以上に本人にとってやりがい

をもたらしてくれます。その意味で、目標が達成できることに越したことはありませんが、好ましい

結果が得られないことで努力が全て無駄になるとは言い切れません。目標に向けて、自らの力を注ぐ

ことで充実感や自信をはじめ、次への挑戦につながる意欲も手にできるものです。このように目標を

持ち努力することには、大きな意味があります。

学ぶことは、真似ることと言われるように、学ぶ環境にお手本となる存在は欠かせません。目指す

姿が見えることで、学びが実現するとも言えます。それだけに、身近な存在である大人は、よきお手

本としての役割が求められます。教育は、共育であり、鏡育でもあります。そこにあって、子どもは

大人の鏡であるとも言われます。三学期が始まり、私たちが教職員として、親として鏡たる子どもの

目指す姿であることを意識し、目標を持って前向きに努力して取り組む姿を示すことで、その役割を

果たしていくことが重要と考えます。

子どもたち一人一人がしっかりと目標を持ち、こつこつと努力し、達成感や充実感があり、学

年を終えるにふさわしい、そして、次の学年へ飛躍する三学期となるよう、鏡たる私たち教職員

も「すべては子どもたちのために」と言う目標に向け努力していきたいと思います。

本年も教職員一同、これまで同様保護者・地域の皆様との連携を深め、子どもたちにしっかり

寄り添い、一人一人の成長を図っていく所存です。どうぞ本校の教育活動に、変わらぬご理解と

ご支援をお願い申し上げます。

学校と家庭と地域を結ぶ確かな道を目指し！

帯広市立西小学校 学校だより

令和２年１月３１日

第７３０号（№１１）

インフルエンザ・感染症に注意！
インフルエンザに罹患する子がじわじわと増えています。新型肺炎も気になるところです。

配布しました「保健室通信」「げんきな子」を参考にし、手洗い・うがいの励行やマスクをす

るなど健康管理を図り、予防・対策に努めていただければと思います。
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冬休みパワーアップ教室
冬休み第１日目の１２月２６日（木）と２７日（金）の２日間、例

年実施されている「パワーアップ教室」を行いました。

今回も３～６年生が対象で、２６日は４７名、２７日は５５名

が参加し、少しでもパワーアップしようと取り組んでいました。

各自で課題を用意してもらいましたが、各学年で出された「冬

休みの課題」を持参した子がほとんどでした。午前１０時の開始

時刻になると、どの子も真剣な眼差しで問題に取り組みました。

先ずは自分で問題を解いていきましたが、分からない問題は講

師の先生方にヒントをいただいたり、解き方を教えていただいた

りなどしながら解いていきました。時には国語辞典や資料集で調

べたり、友だちと相談しながら自分たちで問題を解いていく様子

も見られました。２学期に学習した内容が中心でしたが、学習し

た時は覚えていても、時間が経つと忘れてしまうこともあります。

再度学習することで、記憶が呼び戻

され、学習内容の理解度が高まり、

確実に定着されます。そのためにもとても良い機会となりました。

２日間とも教室内は一生懸命課題に取り組んだり、講師の説明を

しっかり聞いて考える子どもたちの姿が見られ、時間が経つのも

忘れてたくさんの課題をこなしていました。参加した児童の皆さん、

指導にあたられた佐藤先生、大西先生、濱口先生お疲れ様でした。そ

して、ありがとうございました。

スケートリンクオープン
例年にない少雪の影響で冬休み中にオープンできずにいたス

ケートリンクですが、２０日(月)にようやくオープンしました。

８日(水)に降った雪を圧雪し、撒水作業を始めましたが、リン

クを造成するのには足りない状況だったため、土が見えている

部分や氷が割れて落ちてしまった箇所に、保体部の先生方が日

陰にある雪をかき集めて入れ補修したり、業者の方も撒水回数

を多くしてくれた他、教頭先生が補助撒水するなど苦労しなが

ら何とかオープンにこぎ着けました。国道側の外側が落葉の関

係で中が空洞の所や氷が薄い部分もありますが、昨年と比べるとコンディションは上々です。

体育の授業も２０日(月)の２時間目から雪の降る中始まり、毎時間リンクが子どもたちで賑わ

っています。１年生は、冬休みに練習できなかったこともあり、初めは氷に立つのもようやくと

いった感じでしたが、毎日、体育の授業で頑張って取り組んだことで、日に日に上達してきてい

ます。子どもの持つ力のすごさを改めて感じています。昨年、リンクコンディションの関係でス

ケート学習を思うように実施できなかったことや安全面などから中止したスケート記録会も、今

年は、各学年実施する予定でいます（皮肉にも今週予定の学年は降雪のため延期になってしまい

ました）。寒風に頬を真っ赤に染めながらも力一杯滑走する子どもたちの姿を、時間がありまし

たら、是非、ご覧いただければと思います。また、低学年を中心

に、お忙しい中、毎時間紐縛りにご協力いただきました保護者の

皆様、ありがとうございました。お陰で授業をスムーズに行うこ

とができました。

なお、スケートリンクは週末の土日にも開放する予定です(２月１

日は中止)。是非、北国、そして、十勝ならではの冬の代表的なスポーツ

に少しでも多く取り組んで欲しいと思います。

「早ね、早おき、朝ごはん！」
～基本的生活習慣・リズムの定着を！～

心がけましょう！「挨拶・運動・笑顔・思いやり」
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冬道教室
１月２３日（木）・２７日（月）の２日に分け、学年毎全学年を対象と

して交通指導員の方を講師に「冬の交通安全教室」が行われました。

春にも交通安全教室は実施していますが、今回は、雪道の正しい歩

き方や道路の渡りかた、冬の事故を防ぐための方法等、冬ならではの

交通事故防止について学びました。低学年のＤＶＤでは、雪で横断歩

道が見えなくなった場合の見つけ方や、雪山に登って遊ばないこと、

雪山の影から急に道路にとび出さないことなどをアニメのキャラクタ

ーが分かりやすく教えてくれました。視聴後、ＤＶＤを振り返りなが

ら、合わせて夏と冬のパネルをもとに注意することを交通指導員の方

と確かめました。冬休み明けはまだ雪が少なく、雪山もほとんどあり

ませんでしたが、２９日(水)からの降雪で、急に歩道が雪道となり狭

くなったり、雪山も所々にできるなどしました。道路も圧雪状態とな

っています。今回学習したこと生かし、交通事故に遭わないよう心が

けて欲しいと思います。

氷のお面作りに挑戦
２年生が生活科の時間に「氷のお面作り」に挑戦

しました。

「おびひろ氷まつり」に展示するもので、西小学

校では、２年生が製作に取り組んでいます。今年は、

少雪の影響で、「氷のお面」の実施が危ぶまれました

が、１月中旬に雪が少し降ったことなどから予定通

り実施されることになりました。

初めに、自宅からもってきた洗面器に雪を一杯に

なるまで入れ、じょうろで水をかけシャーベット状

にして表面を平らにしていきます。その後、自分で

考えた計画書をもとに、目や口などの部分にもって

きた材料を置いていきました。毛糸で髪の毛を作っ

たり、海苔を使うなど、各自工夫しながらお面を作

っていきました。最後に日陰に置いて凍らせました。

どのお面も個性豊かで、上手にできていました。

３１日(金)に自分たちで会場に持って行き、展示す

る予定です。お時間がありましたら、ご覧ください。

また、製作の様子をＯＣＴＶが取材していき、２

月４日(火)からの「学校だいすき」で放送されること

になっています。

２月の行事予定

３日(月) 職員会議 交流給食 節分

スケート記録会(1･2･4･6年･ひ)

ブロック集団下校(高)

４日(火) スケート記録会(3年) 児童会

ブロック集団下校(低) 立春

５日(水) 新入学児一日体験入学

スケート記録会(5年)

国際理解教育ブロック集団下校(中)

６日(木) 国際理解教育

７日(金) 不審者対応避難訓練

帯教研一斉部会

１０日(月) 職員会議(年度末審議)

西ハルニレ広場

１１日(火) 建国記念の日

１２日(水) 給食費ＰＴＡ会費納入予備日

１３日(木) 義務教育指導監訪問

校内支援交流会

給食費ＰＴＡ会費納入予備日

ＰＴＡ役員指名委員会

１４日(金) 定時退勤日

１７日(月) 職員会議(年度末審議)

１８日(火) セーフティネット(２の１)

つつじが丘小交流・二中新入生説明

会(６年) 職員会議(年度末審議)

１９日(水) 感謝の集い(６年)

２１日(金) 児童会役員選挙

２２日(土) 西ハルニレ広場体育館開放

２３日(日) 天皇誕生日

２４日(月) 振替休日

２６日(水) 参観日(中) 国際理解教育

２７日(木) 参観日(低･ひ) 国際理解教育

１年親子レクリェーション

学校評議委員会 おひさま懇談会

２８日(金) 参観日(高) 定時退勤日
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西小っ子の活躍！
☆第59回帯広市児童生徒読書感想文 ☆第65回青少年読書感想文全道コンクール ☆第22回全十勝児童生徒俳句大会

コンクール 入選 宇野 遙人(３年) 最優秀賞･選者賞 須藤栞奈

優秀賞 竹中 咲来(５年) 髙野 由奈(４年) 佳作 宇野遙人 米山 智(選者賞)

竹中 咲来(５年) 奨励賞 花井 凛 田島 光

以上

３年

☆第57回帯広市児童スケート大会

２年女子総合優勝 保木 彩花 ４年男子総合６位 大槻奏太朗 ４年女子総合４位 保木 陽向

☆第25回帯広市スポーツ少年団 ☆第66回全十勝児童スケート大会 ☆第36回北海道小学生バレーボール

スケート交歓大会 ２年女子総合５位 保木 彩花 選抜優勝大会 女子の部

２年女子総合２位 保木 彩花 第３位 帯広ウエストジュニア

３位 清水 愛未

４位 大槻 咲和

中垣 璃恋 村田明佳里(６年)

今井絢香(５年)

☆2020ニューイヤーズフェスタin浦幌 第22回全十勝児童生徒俳句大会 ☆第25回しげ吉杯全十勝小学生

４年生クラス 午後の部 秀逸賞 三本木龍我 バレーボール大会 女子の部

４位 西帯広サッカー少年団Ａ 佳 作 郷日茉莉 岡本将功 優勝 帯広ウエストジュニア

野村優心

奨励賞 矢内由衣花 以上６年

光井音央 白井蒼空 角田優真 中垣 璃恋 村田明佳里(６年)

北原蓮恩 成田湊亮 今井絢香(５年)


