
 

  

 先日、♪あれ松虫が鳴いている 

チンチロチンチ…♪ と鼻歌を歌 

いながら庭仕事をしていると、 

早速聞こえてまいりました虫の 

声！♪ジャジャジャ♪ 聞きなれ 

ない声の主を探す 

と、それは小さな 

バッタでした。ジ 

～ッと観ていると、長い 

後ろ足を羽か腹部にしきりに擦 

りつけています。「あれ？鳴いて 

ない？」コオロギやスズムシは 

羽と羽を擦り合わせて音を出し 

ていますが、後ろ脚を使う種は 

初め見ました。 

で、「鳴く」を調べてみると、 

動物が発声器官を振動させて出

す音とのこと。このバッタと同

じように音を出すものに、バイ

オリンがあり、これには「奏でる」

が使われます。そこで「鳴く虫の

本」を開いてみると、「秋の夜長

を盛り上げるバッタ目のスズム

シやキリギリスなどが奏でる音

色は美しく、昔から鑑賞されて

きた。」とありました。そうバッ

タは奏でていたのですね。 

 些細なことですが、「鳴く」と 

「奏でる」では大きく違います。 

どちらも一つの表現方法ですが、 

「奏でる」が楽器で音楽を創り 

出すことと考えれば、より芸術 

的で情緒的なものになります。

子どもたちの表現方法も十人 

十色。学校では様々な表現方法 

を学び、自分の思いや考えを表 

現しています。小さなバッタが 

奏でる様子を見ながら子どもた

ちが何を表現したいの

かしっかり聞き分けた

いと思いました。 

 

 

 
 実りの秋本番を迎 

えました。学校農園にまいた春

まき小麦が、少ないながらも黄

金色になったので、先日、全員が      

ハサミで収穫作業を

しました。カラスや

スズメに食べられて、

少ない感じでしたが、

穂を集めてみると意 

外に多く収穫できました。 

 後日、体育館で脱穀作業をし

ました。麦の穂を手でこすって 

一粒ずつボールに集めたら、け

っこうな量になりました。とっ

ても大変な作業で 

したが、みんな一 

生懸命でした。こ 

れでピザが作れる 

かな？？？ 

 

 
 気が付けばもう９月も終わりです。

昔の言い方だと長月…？ってちっと

も長く感じないじゃんと思って調べ

てら、「夜が長い月」が省略されたそ

うです。なるへそ。というわけで、9月

の学校を振り返ってみます。 
 

 

 1923年(大正12年)９月1日、

関東地方を M7.9 の関東大震災

が襲いました。4700 名の尊い命

が奪われ、多くの方が住む家を

失ったそうです。この災害を忘

れないようにこの日は「防災の

日」と制定されました。本校では、

防災訓練の一環として、「着衣水

泳教室」を帯広市水上安全赤十

字奉仕団から佐藤悦弘さんを講

師にお招きして行いました。こ

こ数年、毎年、全国どこかで大き

な災害が起きています。子ども

たちがいつどこでどんな災害に

遭うかわかりません。佐藤さん

は、「万が一、水難事故に遭った

ら、浮いて待つんだよ！」と繰り

返し教えてくださいました。子

どもたちも、真剣に取り組んで

いました。そう、いざという時！

自分の命は自分で守るのです。 

 
 

 

 子どもたちに、「夢が 

ある人？」と聞いたら、 

２／３程の人が、「ある」 

とのこと、すばらしい！ 

12日からの 5日間、三田舞先

生が教育実習に来てくれました。

彼女は、本校の卒業生で、現在、

保育園の先生になるため勉強中

だそうですが、５日後、「やっぱ

り小学校の先生になろうかしら

…」と言っていました。とても明

るく笑顔が素敵な先生でした。

ぜひ、夢を叶えてほしいと思い

ました。子どもたちも、自分の夢

を実現させるため、三田先生の

ように夢を目標に変えましょ！ 

虫は鳴いていない 
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二度とやってこない一瞬一瞬を精一杯生きること 

「浮いて待つ」のだよ。 

 

初めての収穫・・・ 

「夢」と書いて「目標」と読む 
９月は長月っていうのに 



 
 

 

 12 日（月）、３年生以上が、5・

6時間目のクラブで、サイクリン

グに行ってきました。目指すは

隣町の JA 鹿追東瓜幕店前駐車

場です。サイクリングリーダー

は教頭先生。当日は曇り空でし

たが、サイクリングにはちょう

どいい気温でした。さわやかな

秋の風を頬で感じて、とても楽

しかったそうです。（いいな～） 

          本校では 

          様々な取           

組を通し                          

て体力づ    

りを図り 

ます。                

 

 

 22日（木）、1・2年生が、駒場

中校区３つの小学校の連携行事

で、おびひろ動物園へ見学学習

に行ってきました。今年度から、

CS の取組を含めた中学校区ごと

の小学校連携が始まっています。

これもその一環です。当日は、駒

場小と東士幌小のお友達と 5・6

人のグループでスタンプラリー

をしたり、モルモット抱っこ体

験をしたりして、とても楽しい

時間を過ごせたようで、「お友達

ができたよ！」って嬉しそうに

話してくれました。他学年でも

同様の行事を予定しています。 

中学校から同じ教室ですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目指すは世界！西中っ子 
 

 

 

 

 

 

 

 27日（火）、抜けるような十勝

晴れの下、校内マラソン記録会

が行われました。子どもたちは

この日に向け、何回もトレーニ

ングを積み、自分自身の記録更

新を目標に頑張ってきました。

低学年は１㎞、中学年は1.5㎞、

高学年は 2 ㎞にそれぞれ挑みま

した。参加したすべての子が完

走、しかもほぼ全員が自己記録

を更新することができました。

すばらしいです！敵は自分の中

にいます。自分に勝ち続けるこ

との大切さとしんどさをマラソ

ンは教えてくれたように思いま

す。残念ながら体調を崩して、出

られなかった人もいましたが、

来年、頑張りましょう。お越しい

ただいた保護者の皆様、温かい

ご声援ありがとうございました。  

蛇足ではありますが、私も高

学年と一緒に走らせていただき

ました。が、ここ数年の運動不足

がたたり、見るも無残な結果で

した。でも久しぶりに２㎞を走

って、子どもたちの頑張りを体

感することができました。本当

にみんな、よく頑張りました。 

どんどん成長してくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

９月で前期が終わり、10 月か

ら後期を迎えます。先日、児童会

では総会（前期の反省）と後期の

役員選挙が行われました。選挙

には、児童会長はじめ、3人の枠

に対して６人の立候補者が名乗

りを上げました。で、会長は信任

投票、副会長と書記は選挙にな

りました。投票の結果、後期会長

に竹中さくらさん、副会長に長

岡蓮さん、書記に大友美空さん

がそれぞれ決まりました。立候

補した皆さん全員の心意気と勇

気はすばらしいものです。残念

ながら当選できなかった皆さん

は、次を見据えて今回の反省を

生かしてください。当選された

三人の皆さんは、西中音更小の

リーダーとして、しっかり頑張

ってください。前期の反省を生

かして、皆

で力を併せ

て、日本一

楽しい小学

校を目指し

ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月 12 日（水）に予定され

ている「十勝管内へき地・複式研

究大会兼音更町複式教育研究大

会」に向けた授業案検討が町内

の 4 つの小学校をオンラインで

結んで行われました。活発な交

流が行われ、先生たちの意識の

高さを感じました。先生たちも

日々、精進精進なのです。 

中学校で一緒に勉強しようね。 

先生だって勉強中よ！ 

さわやかな秋風を頬で感じて 

自分に勝つことのしんどさ 後期はわたしたちに任せて 

先生たちも勉強中！ 



 

 

 

 

 

４月に 6 年生を対象に実施さ

れた「全国学力・学習状況調査」

の結果が先だって発表されまし

た。本校の結果は以下の通り。少

人数なので傾向で示します。 

【国語】（全道・全国平均との比較） 

全体 やや低い 
言葉の特徴や使い方 やや低い 

話す・聞く 低い 

書く やや低い 

読む 高い 

知識・理解 やや低い 

思考・判断・表現 やや低い 

【数学】（全道・全国平均との比較） 

全体 高い 

数と計算 高い 

図形 やや高い 

変化と関係 やや高い 

データ活用 高い 

知識・理解 やや高い 

思考・判断・表現 高い 

【理科】（全道・全国平均との比較） 

全体 やや高い 

エネルギー 高い 

粒子 やや低い 

生命 高い 

地球 高い 

知識・理解 やや低い 

思考・判断・表現 高い 

【児童質問紙】から 

 全ての児童が毎日朝食を食べ、

将来の夢や目標をもち、国語や

算数の学習に価値を見出してい

る傾向が見られました。 

 半面、自分に自信がなかった

り、失敗を恐れて挑戦をためら

ったりする傾向が見られました。

算数や理科の学習内容と普段の

生活とに隔たりを感じている傾

向も見られました。 

本校では、以上の結果をもと

に、今までの授業の進め方や指

導内容の見直し、今後の重点等

を焦点化し、良いところはさら

に伸びるように、落ち込んでい

る部分は、今以上に自信が持て

るよう、指導と支援を充実して

いきます。 

 

 

 

 

 

生きていれば、何度もスター

トとゴールを迎えます。小さな

ものもあれば大きなものもあり

ますが、いずれにしてもそれは

「節目」となります。節目は、私

たちに気持ちの切り替えと、新

たなるスタートのチャンスを与

えてくれます。 

小学校も９月で大きな節目を

迎えます。振り返ってみれば、始

業式、入学式からスタートし、新

型コロナに翻弄されながらも遠

足や運動会、３年ぶりの全校キ

ャンプなど、楽しい思い出がい

っぱい残りました。きっと子ど

もたちにも、宝物として心に深

く刻まれたことでしょう。 

 
これもすべて、保護者や地域

の皆さん、教育委員会を始めと

する関係諸機関の皆さんの温か

いご理解と力強いご支援の賜物

と心から感謝申し上げます。本

当にありがとうございました。

後期もよろしくお願い致します。 

 
 

 

「僕の前に道はない 僕の後

ろに道はできる ああ、自然よ

父よ・・・」ご存じ高村幸太郎の

「道程」の冒頭です。 

「あゆみ」を配布しました。こ

れは一人ひとりが歩いた前期の

あしあとです。もちろんすべて

をお伝えすることはできません

が、各教科の学習や学級活動等

で日々頑張ったことや、様々な

行事を通して見せた姿など、一 

 

 

 

 

人ひとりの成長の軌跡を詰め込

みました。どうぞ、お子さんとご

一緒にご覧ください。尚、記載内

容へのお問い合わせは、学校ま

でお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 月の行事予定 

３日(月) 交通安全の日 

駒中校区合同学習会 

５日(水) 校内研修日 

6 日(木) 教育局要請指導訪問 

7 日(金) 後期児童会総会        

10 日(月) ㊗スポーツの日 

12 日(水) 十勝へき地・複式研究

大会音更大会 

校内研修日 

14 日(金) 安全点検日 

町校長会議 

       町教頭会議 

定時退勤日 

16 日(日) 開校記念日 

17 日(月) クラブ 

19 日(水) 職員会議 

20 日(木) 高学年宿泊学習① 

21 日(金)    ”   ②  

移動図書 

24 日(月) 全校朝会 

26 日(水) 校内研修日 

28 日(金) 児童会 

     「独りぼっち農園」

西中音小展示開始 

     定時退勤日 

31 日(月) 学習発表会特割開始 

スタートとゴール 

あなたの後ろに道ができる 

全国学力学習状況調査 

音更町立西中音更小学校 ほ う こ 令和４年９月 30日  文責 松井 眞治  

 

 

 

 

充実している英語学習 

ピナール マルタン先生 

マルタン先生は、英語指導助手

として月に何回か来校し子どもた

ちに本場の English を教えてくれ

ます。来日されて９年目を迎える

先生のご出身はカナダのケベック

州、ご家族はご両親と３つ上のお

兄さんで建築家。ご両親が仏語を

話されるので、先生は、仏・英・

日の三か国語が話せるすごい人で

す。好きな食べ物はチキン料理全

般で、焼き鳥も大好き！嫌いな食

べ物はワサビ。夢は、全世界を旅

することで、イタリアやバチカン

等、すでに何か国も回られている

ようです。子どもたちへは、「ネ

ット等でなく、自分 

の体で直接観たり触 

ったりいろんな体験 

をして YO。」 


