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すっかりの日が短くなりました。日中の日差しが嘘のような朝夕の風は、十分に秋です。
学芸会まで、ひと月を切り、校内のあちこちで楽器を鳴らす音、劇のシナリオを読み合わ
せる声、体育館の会場設営など雰囲気が盛り上がっています。そんなに多くない練習時間で
す。どこまで仕上げられるか。このひと月は子どもたちの挑戦です。
そんな練習風景を見ていて思うことがあります。「ふだんが練習に出てくるなあ。」という
ことです。話の聞き方、次の行動への切り替え、一つことへの集中、粘り強いトライなど、
ふだんからがんばっている児童は、難なくこなしていきます。そこを土台にさらに高みを目
指して練習の質を上げていけます。日常の中の一つ一つをおろそかにせず積み上げていくこ
との大切さを深く感じます。
小学生の私は、この日常の土台がもろかったようです。落ち着きがない。私語が多い。授
業中の姿勢が悪い。通知表の所見欄には、ずいぶん遠慮のない言葉が並んでいました。
６年生の学芸会、私の学校は学年６クラスあり、児童は、大きく劇、音楽に分けられます。
音楽や踊りの特に苦手な私は、劇への参加しか選択肢はありません。先生たちが妙に力を入
れた「リア王」という１時間近くある劇です。体がでかい、声がでかいという理由で主役に
選ばれました。候補者の何人かは、
「主役よりこちらの役に魅力を感じる」という理由でそち
らに回りました。絶望的なセリフの山は、ちょっと私を真剣にさせました。セリフだけでも
大変なのに、立ち回り、目線の位置、話すスピード、感情を抑えあるいは爆発させる演技、
おじいさんの王の役ですから、ゆっくりとした動作など、演技の注文は果てしないです。学
芸会までのひと月、本当に必死という体験をしました。舞台の幕が下りた時の高揚感は特別
なものでした。その後の授業態度や生活態度が劇的に変わったかどうか自信はありませんが、
別次元の体験が自分に加えられたのは確かです。
特別なひと月が、その後の一人一人の日常
を静かに変えてくれることを願っています。
学芸会の目的の一つはそこにあります。皆様、
子どもたちの特別な姿を学芸会でご覧くださ
い。お越しをお待ちしています。

１年どうとく「れいぎ」

市制２０周年記念
１日（土）※帰宅時刻 午後５時まで
３日（月）学芸会実行委員会① 諸費振替日
豆次郎ローテ 安全点検日
＊学校開放中止～２５日
４日（火） （ふ）学校花壇整備作業③
５日（水） フッ化物洗口
７日（金） 校外巡視 学童訪問
１０日（月） 祝日 体育の日
１１日（火） ５時間授業 学芸会実行委員会②
委員会③
１２日（水） 校内巡視 フッ化物洗口
１４日（金） 休業日（研究会のため）
午前中登校（１の２，５の１）
１７日（月） 校内作品展 諸費（再）
図書室整理（図書館より来校）
１８日（火） ５時間授業 学芸会実行委員会③
（市Ｐ）母親研修会実行委員会②
１９日（水） 学芸会児童公開日
（給食なし 弁当日）
＊フッ化物洗口なし
２０日（木） 昼清掃 （ふ）トイレ清掃②
２１日（金） ５時間授業 学芸会実行委員会④
前日準備作業
２２日（土） 市制２０周年記念
第２７回学芸会一般公開日
２４日（月） 振替休業日
２５日（火） 学芸会片付け（６年） Ｂ日課
学芸会実行委員会⑤ 児童総会
２６日（水） 音楽の集い（４年）フッ化物洗口
（学Ｐ）役員会・祭り担当者会議
２７日（木） 木曜サプリ 校外巡視
２８日（金） 全校集会（含認証式）
３１日（月） いじめゼロの日 委員会③

第２７回学芸会

実行委員会活動がはじまります。すでに各学
年では、発表者・担当者の希望調査やオーデー
ションを行い、準備を進めています。衣装の準
備等のご協力をお願いいたします。
◆児童公開日

１０月１９日（水）

◆一般公開日

１０月２２日（土）

＊詳細は、後日お知らせいたします。
１０月１４日（金）、石狩管内の先生方の研究
会が行われます。本校では、Ｈ教諭（体育）と
Ａ教諭（理科）が公開授業を行い、石狩管内の
多数の先生方に授業を見ていただきます。１年
と５年の児童については、登校になります。登
校時刻等については、後日連絡いたします。

ＰＴＡ活動について
○学校花壇整備作業③
児童玄関横の花壇の草取りなどをしてくださ
います。
○トイレ清掃②
日常清掃だけでは行き届かないところを、き
れいにしてくださいます。
○市Ｐ連母親研修会実行委員会②
１０月１８日（火）１８：３０（北の台小）
○（学Ｐ）１０月２６日（水）
役員会 １８：００（校長室）
祭り担当者会議 １８：３０（家庭科室）

北の台小学校開校記念日
９月３０日（金）は、２６回目の開校記念日です。
北の台小学校は、平成２年に東部小学校から分離し、
誕生しました。
校章のまわりのペン３本は、市木かえでの果実の翼の
下を図案化したもので、同心円には、豊かな人間形成や
社会の発展に寄与できる人材に成長してほしいとの願い
が込められています。
これからも保護者・地域の皆様に支えていただきながら、学校教育を進めていきます。
今後ともご支援ご協力をお願いいたします。

▲▼▲▼▲▼▲▼▲

1 年生フィールドワーク
円山動物園へ行き、グループごとに動物の観
察をしました。

３年生フィールドワーク
エコミュージアムでは昔の道具調べ、北海道
新聞社では新聞ができるまでを学習しました。

５年生宿泊学習
小樽天狗山登山、おこばち山荘での野外焼肉やキャンプファイヤ
ー、そして小樽水族館ではバックヤード見学もしました。

▲▼▲▼▲▼▲▼

２年生フィールドワーク
公共のバスとＪＲを乗りついで、サケのふるさと
千歳水族館へ行き「サケ」をじっくり観察しました。

４年生フィールドワーク
青尐年科学館では、星の学習と理科実験をしました。北海道博物
館では、グループごとにテーマを決めて調べ学習をしました。

たんぽぽ合同宿泊学習
東部・西の里地区特別支援学級児童は、旭山動物園見学やネイパ
ル深川での宿泊体験等を通して交流を深めました。

▲▼▲▼▲▼▲▼▲

▲▼▲▼▲▼▲▼

４年生森の教室
コンサドーレ札幌のご協力により『支笏湖
コンサの森』で植樹を行いました。

６年生「はたらく自動車」体験学習
丸吉運輸さんには、大型車についてや運転手さん
の仕事についてお話をしていただきました。

５年生着衣水泳
江別市水上安全赤十字の皆さんには、水に入
ったときの安全指導をしていただきました。

６年生家庭科「ミシン」
学校支援地域本部のボランティアの皆さんが、
「エ
プロン作り」の支援をしてくださいました。

『自分で自分の身を守る』意識の育成
災害は、いつ起こるかわかりません。子どもたちが、自分で判断して行動しなければならない
状況も考えられます。９月２１日（木）には、サイレン対応訓練を行いました。サイレンが鳴っ
たときには、行動を止めてその場にしゃがみ、話をしないで指示を聞く練習を行いました。昼休
みだったので、グラウンドや体育館で遊んでいる子が多かったのですが、子どもたちは周りを見
ながら、行動を止めて放送の指示を聞いていました。
そして、９月２７日（火）には予告無しで、自由に行動している休み時間に地震がおきたこと
を想定し、避難訓練を行いました。いくつか課題はあったものの、地震に対して、危険な場所を
避けてしゃがんで指示を待ったり、すばやく並んだりする力はついてきています。課題をしっか
りと把握し、改善していきたいと考えます。
最近、例年にない豪雤・雷による災害や変質者による子どもをねらった卑劣な犯行が多くなっ
てきています。大人が子どもたちの安全を守るため、環境を整備したり、見守ったりすることは、
もちろんですが、子どもたち自身の生きる力として、
「自分の身は、自分で守る」ための知識や実
践力を身につけていくことも大切です。
学校でも、指導していきますので、ご家庭でもお話していただくようお願いいたします。

児童会後期役員

おめでとうございます

【書記局】
◎第 24 回いとう杯争奪石狩地区小学生バレーボール大会
◆６年男女混合の部 準優勝 北の台 JVC
◆６年生男子の部
準優勝 北の台 JVC
◎第 36 回道新カップ北海道小学生バレーボール大会石狩予選
◆男子の部
第３位 北の台 JVC
◎平成 28 年度北広島市空手道選手権大会
◆形
小学５・６年生男子の部
優 勝
５年２組
Ｍ・Ｚ
さん
◆組手 小学５・６年生男子の部
第３位
５年２組
Ｔ・Ｈ さん
◆形
小学５・６年生女子の部
優 勝
５年２組
Ｔ・Ｈ さん
◆組手 小学５・６年生女子の部
準優勝
５年２組
Ｔ・Ｈ さん
◎第 30 回北広島ロータリークラブ旗争奪尐年野球大会
◆準優勝
北の台カープジュニア
◎第 7 回ライオンズカップ野球大会
第 35 回近隣学童交流野球大会
◆優 勝
北の台カープジュニア
◎北広島市尐年野球尐年団新人戦大会
◆準優勝
北の台カープジュニア
◎北広島市野球尐年団納会大会
◆準優勝
北の台カープジュニア
◎全国たなばた競書大会
◆金 賞
４年２組
Ｍ・Ｙ さん
◎第 57 回札幌市民体育大会サイクルロードレース
競技Ｃ―４（小学生低学年）の部
◆優 勝
１年２組
Ｔ・Ｈ さん
◎第 47 回全国書道コンクール
◆小５毛筆部 特選
５年２組
Ｋ・Ｍ さん
◆小５硬筆部 優秀作
５年２組
Ｋ・Ｍ さん
＊９月２７日（火）、校長先生より伝達表彰を行い、
校内放送で紹介しました。

○会

長

Ｔ・Ｈ（６の３）

○副会長

Ｔ・Ｒ（６の３）
Ｓ・Ｙ（５の１）

○書

記

Ｋ・Ｎ（６の１）
Ｋ・Ｍ（５の２）
Ｍ・Ｋ（４の２）

【学級委員】
○委員長

Ｋ・Ａ（６の２）

○副委員長 Ｋ・Ａ（６の１）
○書

記

Ｙ・Ｈ（６の３）
Ｏ・Ｎ（６の３）

【図書委員】
○委員長

Ｎ・Ｋ（６の２）

○副委員長 Ｔ・Ｒ（６の３）
○書

記

Ａ・Ｋ（５の１）
Ｓ・Ｓ（４の２）
Ｈ・Ｎ（４の２）

【環境委員】
○委員長

Ｋ・Ｈ（６の２）

○副委員長 Ｍ・Ｎ（６の１）
○書

記

Ｍ・Ａ（５の３）
Ｙ・Ｎ（５の３）

【放送委員】
○委員長

Ａ・Ｍ（６の３）

○副委員長 Ｔ・Ａ（６の１）
○書

記

Ｔ・Ｎ（６の２）
Ｔ・Ｋ（６の３）

市制２０周年記念お祝い給食
地元でとれた食材と広島県の食材を使用した、お祝いの給食でし
た。子どもたちは、一品ずつ味わいながら楽しんで食べていました。

【保体委員】
○委員長

Ｈ・Ｙ（６の２）

○副委員長 Ｈ・Ａ（６の２）
○書

記

Ｉ・Ｒ（６の３）
Ｈ・Ｋ（５の１）

【選挙委員】
○委員長

Ｎ・Ｙ（６の３）

○副委員長 Ｓ・Ｍ（６の１）
○書
まい

【メニュー】北広ブロッコリーサラダ、米ピーチキン、赤飯、
ひろっこ汁、牛乳（毎日つきます）

記

Ｎ・Ｈ（５の１）
Ｍ・Ｈ（５の３）

