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今年の冬は、なかなか手ごわいです。１２月の大雪には驚きました。
私が以前勤めていた中学校では、生徒玄関前の広大なスペースの除雪は、応援委員会に任
されていました。中体連壮行会の応援以外、さしたる活動もない委員会です。それで生徒玄
関前の除雪の仕事を担当していました。自然発生的に加わった活動のようです。生徒総会議
案の応援委員会の活動には「いろいろな仕事を引き受ける」とあったような気がします。ス
ポンサーである私も、雪の朝には、登校時刻よりずいぶん早く出かけます。すでに３年生は、
除雪の道具を持って除雪を始めています。黙々と雪かきをしています。遅れて、２年生、１
年生と応援委員会のメンバーが登校してきます。誰もが、当たり前のように道具をもって除
雪の作業に加わっていきます。なかなか良い光景です。雪のやんだ空に日差しが戻り、生徒
たちの顔をまぶしく照らします。それに負けない笑顔で除雪を終えます。誰かの役に立った
という満足感が格別の気分を生むようです。誰かの役に立つ心地良さは、しっかりと記憶の
中に刻みこまれるようです。勉強も大事ですが、この記憶も大事です。そうして社会へ飛び
立つ準備を整えていくのでしょう。
さて、６年生は、この雪が消える頃、中学校の生徒玄関をくぐります。先日の「東部中学
校入学説明会」で、３月までに、準備しなければならないもの、身に付けなければならない
もの、心を引き立てなければならないものをつかむことができたでしょうか。社会へ出るこ
とを意識してわずか３年間の日々を送るところが中学校です。この冬休みを有効に使ってほ
しいものです。
１～５年生の皆さん、次の学年への準備を整える長期休業です。家の仕事を手伝ったり、
苦手なところの勉強に励んだり、じっくりと工作や自由研究に励んだり、しっかり休んで体
調を整えたり、体を鍛えたり、有意義な時間を過ごしてください。
２学期も、保護者の皆様には、「北の台祭り」、学級レクなどの PTA 活動を推進していた
だきました。地域の皆様には、様々な体験学習などにご尽力いただきました。深く感謝いた
します。
皆様、良いお年をお迎えください。

児童会書記局主催『全校クイズ大会』
２８．１２．２１

３学期始業式

１月１７日（火）

○雪で道幅が狭くなりますので、ご家庭でも気

１日（日）元旦
１／１～１／３ 年始休業
２日（月）振替休日
４日（水）諸費振替日⑨
９日（月）祝日〈 成人の日 〉
１３日（金）スキー搬入日①10：00～16：30
１６日（月）スキー搬入日②10：00～16：30
転入児童受付 諸費振替日（再）
１７日（火）３学期始業式 ５時間授業
交通指導①
冬休み図書返本期間～１８日
１８日（水）交通指導② 冬休み作品展～２７日
フッ化物洗口 書写展～２２日
１９日（木）交通指導③ 木曜サプリ
２０日（金）校外巡視
２３日（月）たんぽぽスキー学習
２５日（水）フッ化物洗口
２６日（木）木曜サプリ
ふきのとう読み聞かせ（１年）
２７日（金）５年スキー学習（５年弁当）
６年スキー学習（給食あり）
（ふ）スキー学習補助
２８日（土）漢字検定９：３０～
３０日（月）児童委員会⑥ 選挙管理委員会②
あいさつプロジェクト③～２／３
３１日（火）選挙公示 いじめゼロの日
（学Ｐ）役員選考委員会①

をつけるように声をかけてください。
○登校時刻８：００～８：１０に合わせて登校
させてください。
（除雪が終わらないと校舎に入
れません）
○信号機をよく見て、横断してください。
（交通
指導員さん等からも指導を受けています）
○雪だまを作りながら歩かないように指導して
います。（雪だまを人や道路に向けて投げる等、
危険な状況がありました）

先日の学級懇談会でも説明しましたが、冬休
み明けからスキー学習が始まります。休み中に、
道具やウエア等の準備・点検をお願いします。
＊１年生～学校グラウンド
＊２年生～学校グラウンド、北広島クラッセ
＊３～６年生～学校グラウンド
ダイナスティスキーリゾート
【お願い】
スキー搬入については、冬休み中は１／１３，
１／１６の２日間（10:00~16:30）です。３学期
が始まってから保護者の方が乗用車でスキー道
具を持ち込む場合は、車を児童玄関まで乗り入
れをしないようにお願いします。

子ども相談支援センター相談窓口のお知らせ
いじめや不登校、体罰などの学校教育に関する悩み、子育て・しつけなど家庭教育に関する悩みなど
相談してください。

●電話相談
０１２０－３８８２－５６
●メール相談
doken-sodan@hokkaido-c.ed.jp
●来所相談 ※10:00～16:00

（無料、毎日 24 時間対応

）

子ども相談支援センター
※上記の電話相談で予約してください。

規則正しい冬休みを
◎小樽うしおライオンズクラブ杯争奪
◆男女混合の部Ａブロック
第１位 北広島北の台ＪＶＣ
◆男子の部Ａブロック
第１位 北広島北の台ＪＶＣ
◎

◆男女混合６年生の部
優 勝 北広島北の台ＪＶＣ
◆男子６年生の部
第３位 北広島北の台ＪＶＣ
◆女子６年生の部
第４位 北広島北の台ＪＶＣ
◎第９回地原杯空手道選手権大会
◆小学生５－６年生男女自由組手の部
第３位 ５年２組 Ｔ・Ｈさん
◆小学生自由形の部
準優勝 ５年２組 Ｔ・Ｈさん
◆小学生１－２年生男女自由組手の部
第３位 １年２組 Ｔ・Ｍさん
◎
◆非行・いじめ部門
優秀賞 ４年２組 Ｍ・Ｍさん
今年も、多くの子どもたちが校外で活躍しまし
た。本校では毎月、希望するお子さんのＴＶ放送
による伝達表彰と学校便りでの紹介を行ってい
ます。
大きな目的は、子どもたちの努力を称え成就感
や達成感、自己肯定感をもち自信をもたせたいか
らです。また、家庭・地域の皆様にも、「こんな
活動があるのか」「やってみるのか」と関心をも
つきっかけになればと考えています。

～『早寝

早起き

朝ごはん』～

明日から冬休みです。学校では、
「冬休みの生活表」
等で一日の過ごし方を考え、計画を立てさせました。
年末・年始は、家庭や地域での行事もあります。お
金の使い方やゲーム・テレビの時間等、お子さんの健
やかな成長のためにも、しっかりと話し合ってくださ
い。
○
を守る
・テレビやゲーム等、家庭でルールを決める。
・家庭学習の時間は、集中して取り組む。
○
を守る
・道路では、絶対に遊ばない。
・歩道の雪山に登らない。
・広がって歩かない。
・左右をよく見て道路を横断する。
○
に注意する
・軒下に入って氷やつららを取らない。
・雪山や公園等、立ち入り禁止になっているところに
は行かない。
○

には近づかない

○
に注意する
・
「いかのおすし」 ～行かない・乗らない・大声で
さけぶ・すぐ逃げる・知らせる
○
を守る
・午後４時の帰宅時刻を守る。
・遊びに行くときには、行き先・帰る時刻・一緒に遊
ぶ友達等を家の人に伝える。
・天気が悪いときには、暗くなる前に帰る。
○
に巻き込まれない
・インターネットやスマホ、通信型ゲーム機等は家庭
で使用するルールを決める。
・フィルタリングを確認する。

○日時

１２月２６日（月）～２７日（火）
９：００～１０：３０
（８：５０に玄関の鍵を開けます）

今年度分のＰＴＡ会費、教材費、給食費が未
納のご家庭があります。教材費については、３
学期の教材を発注できない等、大変困っていま
す。該当のご家庭には、すでに文書を送ってい
ますのでご確認ください。
ご理解とご協力をお願いいたします。

○場所

北の台小学校

○内容

お子さんが持参したプリント等の支援

※学習会参加時には、通常通りの通学路を徒歩で登校
させてください。
※参加するお子さんには、案内文書「冬休み学習会に
参加するみなさんへ」を渡しました。

▲▼▲▼▲▼▲▼▲

たんぽぽ「カレンダー配付」
市内特別支援学級の子どもたちが作って
いる版画カレンダーを届けに行きました。

２年生「フレンドリータイム」
特別支援学級と通常学級が、ゲームや歌な
どで交流をしました。

４年生「食育」

▲▼▲▼▲▼▲▼

１年生「体育」
北広島市では、ちょいスポ倶楽部の方に小学
１年生の授業支援をしていただいています。

３年生「電気の通り道」
電気の通り道がどうなっているのか、線をつ
ないで豆電球を点けながら実験しました。

５年生「福祉学習」
高齢者疑似体験をしたり、施設の方からお
話を聞いてから施設を訪問したりしました。

６年生「地域交流」

広島幼稚園を訪問し、一緒に遊んだり身の
回りのお世話をしたりしました。

全校「レインボーＴＫ祭」

３～６年生が学級ごとにお店を出して、全
校児童が交流しました。

小中一貫教育へ向けての取組 ～中学校説明会（12/9）の様子から～
例年、東部中学校の先生が来校し、６校時に６
年生向けの中学校説明会が行われています。今年

担任：Ｏ・Ｙ
ALT：C・H
外国語活動
巡回指導教員：Ｄ・Ｓ
T2：ＫＡ（東部中：英語科）
Hi,friends!2「L5 Let’s go to Italy」までの復習
担任：Ｓ・Ｍ
社会
T2：Ｅ・Ｍ（東部中：美術科）
「憲法と私たちの暮らし」国会について
担任：Ｓ・Ｍ
国語
T2：Ｓ・Ｈ（東部中：国語科）
漢字の広場⑤「音を表す漢字」形声文字について

1
組

度は、小中一貫教育も見据え、５校時から各学級
へ授業サポート（T2）として入り、乗り入れ授業
を行いました。

2
組
3
組

学習に向かう姿勢についてコメントする T2

英語に親しむアクティビティーの価値を高める T2

授業の最後に、中学校の先生から、学習の様子の感想や
ノート記述についてサポートする T2
中

学校の学習とのつながりなどを話し、子どもたちの今後

の

学習への意欲を喚起させました。
６校時、音楽室にて中学校生活についてのガイダンスを

行いました。中学校生活についての不安や疑問を事前に調
査したことにも答えながら、スライドを通して説明があり
ました。最後に、Ｋ教頭先生から中学校入学にあたって身
につけたい力や準備について激励され、子どもたちは皆、
真剣なまなざしと姿勢でその期待にこたえていました。
先日、
「北広島市小中一貫教育推進基本方針（案）概要版」
が市の HP にアップされました。明年３月、基本方針の策

Ｅ先生、Ａ先生によるプレゼン

定をめざしてパブリックコメントを実施し、広く市民の皆

Ｋ教頭先生のコメント

様から意見を求めています。
（平成２９年１月１６日まで）
詳しくは、市の HP「平成 28 年度パブリックコメント手続きについて（意見募集中）」をご覧ください。
http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/category/491.html

平成３２年学習指導要領改定へ向けて

～英語教育の動向「小学校の英語教育」～

５・６年生は「読む」「書く」を含む教科で週２コマ。初歩的な英語の運用能力を養います。３・４年
生は「外国語活動」で週１コマ。英語の音声や表現に慣れさせ、コミュニケーション能力を養います。グ
ローバル化の進展の中、英語力の向上は日本の将来にとって重要な課題と捉え、準備を進めています。

