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「人生は選択の連続」と言われます。恋愛や結婚、進学
や就職など、人生の大きな節目には選択がつきものです。
また、学校の教材教具や教育活動、ドラマやバラエティー
などの TV 番組やゲームなど日常生活の中でも選択です。
夕飯メニューや洋服選びもそうでしょう。あらゆる場面
で「選び・選ばれる」というフェイズが存在します。
来季の日ハム監督に新城剛志氏が選ばれました。破天荒な就任会見で「優勝は目指
さない」
「選手全員を１軍グラウンドに」と言い切りました。従前にはない雰囲気に、
新たな期待感を抱きます。一方で、
「地道な練習の積み重ね」や「悪口を言わない」
「い
ただきます、ありがとうございますが言える選手の育成」にも言及しました。不断の
努力を重ねること、そして、人を育成することの大切さを学んできた彼の信条でしょ
う。兎角、ファッションやパフォーマンスに注目が集まりますが、本音は奥底に秘め、
選び抜いた言葉でインパクトを与える。彼の不思議な魅力の所以です。時に宇宙人と
も称される奇抜な言動とはギャップがある常識、努力、気配りの人生観が垣間見え、
ファンならずとも否応なしに来季の活躍への期待が膨らみます。
海の向こうでは、ア・リーグ MVP に大谷翔平選手が選出されました。全米記者が
満票で選んだ要因は二刀流の活躍に加え、チーム貢献度と野球を心から愛し観る人を
魅了する姿です。
「今季の記録が最低ライン」と語る姿が来季の飛躍を期待させます。
一方、選挙期間中に無免許運転で人身事故を起こした議員が都議に選ばれました。
議会のボイコット、膨大な報酬に批判が集中しました。先日の会見では不祥事に蓋し
一度は議員活動の継続を表明するものの、結局は辞意を表明しました。負託し選んだ
都民の期待と信頼は地に墜ち、議員の手厚い身分保障への不満が募ります。
また、先の衆院選では、特番での MC 発言や与野党大物議員の落選が耳目を集めま
した。給付金は、所得制限や対象者、額や方法が取り沙汰されますが、公平性が疑問
視され、その財源についても依然として不透明です。感染症第６波への体制強化、イ
ンフルエンザ対策の他、経済再建、SDGs や地球温暖化への対策、年金問題、外交施
策等々、課題山積です。一朝一夕には解決できない問題ばかりですが、小手先で発信
力の弱い対策に胸を張るようでは、国内の閉塞感は増すばかりです。
前述の新庄ビッグボスのごと、暗雲を打破するような希望感溢れる政策に期待した
いところです。もちろん、選んだ私達にも動向を注視する責任があります。
合い言葉

「 つながる ・ かさねる ・ ひろげる 」

各学級の練習も熱を帯び、子供達の意欲的な
姿が普段にも増してまぶしく感じます。
先日来お伝えしているとおり、今年は学級単
位の発表となります。内容の詳細については、
学年・学級だよりでご確認ください。
なお、ご観覧にあたっては、感染症対策や駐
⾞場等でご留意いただくことも多くなります。
再度ご確認のうえ、当日は教職員の指示に従っ
ていただきますようお願いします。

９日(火)の昼休みにリモートを活用し、町教
育委員会教育委員・田中義博様（本校元 PTA 会
⻑、宝来中央⻭科院⻑）から披露いただきまし
た。東京 2020 の聖火リレー（帯広市）は、コ
ロナ禍で中止となり、走ることは叶いませんで
したが、トーチには東日本大震災の廃材、ユニ
フォームはペットボトルがそれぞれ使用され
ていることや復興五輪としての開催の意義等
についてわかりやすく説明いただきました。実
際に掲げた６年生代表３名の質問にも丁寧に
お答えいただき、子供達にとって大変貴重な機
会となりました。心より感謝申し上げます。

コロナ禍で延期していた５学年「宿泊学習」
が４～５日にようやく実施できました。「化石
博物館」での化石発掘体験や「ネイパル足寄」での各種レクや創作活動をとおし、集団行動のき
まりや公共施設でのマナー等を学んでくることができました。

【書写・書道の部】
秀作 １年 後鳥 真尋
５年 藤谷梨乃子
６年 中山 海優
佳作 １年 尾上龍之介
２年 小松 凛音
６年 千葉 陽貴

【美術(絵画)の部】
【理科の部】
さん
特選 ４年 村瀬 結羅 さん
銀賞 ４年 清水 陽叶 さん
さん
入選 １年 佐藤 祐真 さん
銅賞 ５年 志鎌 宏樹 さん
さん
５年 髙橋 隼斗 さん【読書感想文の部】
さん 【美術(工作・工芸・彫刻)の部】
最優秀 ４年 清水 陽叶 さん
さん
特選 ６年 亀井 琉成 さん
佳作 ５年 吉井紫斗楽 さん
さん
入選 ６年 奥谷 心奏 さん
＊ 管内小学校の数
【美術(デザイン)の部】
ある出品作品の
中からの入賞に
入選 １年 及川 宏紀 さん
敬意を表します
６年 三井田梨乃 さん

【課題図書】
【自由図書】
優秀 ２年 吉井葉結来 さん
最優秀 １年 工藤 瑠七 さん
３年 工藤 陽輝 さん
優秀 ４年 清水 陽叶 さん
佳作 ２年 安田 有紗 さん
５年 吉井紫斗楽 さん

優良賞 ４年 清水

合い言葉

陽叶 さん

＊ 読書離れが叫ばれ
る中ですが、じっく
りと本に触れ合うこ
と、そして、自分なり
の考えをもつ機会は
とても大切です

＊ 2021 年感想文集「北海道の読書」に収録されます

「 つながる ・ かさねる ・ ひろげる 」

２年 吉井葉結来さん
第 23 回丈夫カップ北海道空手道選手権大会
小学１～２年生女子 準優勝

音更ユニオン
第 34 回池田町ワインカップ兼勝毎杯
十勝選抜サッカー少年団大会
４年生の部 優 勝

音更ユニオン
第 26 回勝毎杯とかち U-12 サッカーリーグ
優 勝

倉 田さん の大会結果 （
７ ・９月）紹介 が遅 くなり ました。申 し訳 な いです。
そ の倉 田さん は全 国大会 （
１０月 に愛 知県 で開催） に出場。 また、川井 さん は
審査員特別賞 とし て アートオブ ・バレーイ ンテ ンシブ のオ ンライ ンワークシ ョ
ップ の受講料免 除参 加権 を獲得 し て います。 二人 とも 「
凄 い」 の 一言 です。
各種全 道 ・全 国大会 が再開 され、学 校教育 以外 の子供達 の活躍 も本当 に嬉 し
いも のです。今後、冬季 スポー ツも本格化 し、 さら に期待 が膨ら みます。

６年 川井 柚芽さん
Japan Ballet Competition 北海道 2021
【C04】ｸﾗｼｯｸﾊﾞﾚｴ小６･中１女性部門 第 10 位
左右木健一審査員特別賞受賞

６年 倉田 慎也さん
全十勝卓球選手権大会カデットの部（７月）
13 歳以下男子シングル 優 勝
カデット男子ダブルス 優 勝
北海道卓球選手権大会カデットの部（９月）
男子ダブルス 第３位

６年 倉田 慎也さん
ニッタク杯第 30 回全十勝卓球選手権大会（11 月）
中学男子シングルス 第３位

木野剣道スポーツ少年団
スポーツ少年団交歓大会剣道競技
小学生団体の部 第３位

木野剣道少年団(森本紗由さん･瀨尾咲綺奈さん･増田柚来さん)
第 55 回全十勝少年剣道団体優勝大会
小学生高学年女子の部 優 勝

３年 工藤 陽輝 さん
音更ユニオン
第
55
回全十勝少年剣道団体優勝大会
音更ユニオン
LIMITED リーグ U-10
小学生中学年男子の部 第３位
Action!十勝 U-12 オータムチャンピオンシップ
準優勝
優 勝 ※ 紙面の都合上、空手・サッカー・野球・トランポリンの受賞者は次号で紹介します
合い言葉

「 つながる ・ かさねる ・ ひろげる 」

学校生活 の 一端 を紹介す る
コーナー。各学年 の多彩 な
表情 をお伝 えします ！
１日(水) 朝の交通安全指導
緑南３校連携授業参観交流
２日(木) 分散参観日(１・６年)
３日(金) NPO 外国語(６年)
５日(日) おとふけ「教育を考える日」記念フェスタ
７日(火) 緑南３校連携心力部会
８日(月) NPO 外国語活動(３年)
９日(火) NPO 外国語活動(４年)
町校長会議 町教頭会議
PTA 五役会議(18:30)

11 日(土) 管内教育振興会「教育講演会」
13 日(月) ALT(５年) 学校評価アンケート
職員会議 放課後子ども教室
14 日(火) ALT(６年)
15 日(水) 学校連携交流授業(６年) SC 来校
16 日(木) NPO 外国語(５年)
放課後子ども教室
17 日(金) 学力検査(～21 日) 児童会活動
24 日(金) 第２学期終業式 大掃除
初任段階教員研修(１年次Ⅲ期)
25 日(土) 冬季休業(～１/16)
※ 学校閉庁日(12/29～１/３)期間は、原則として
教職員は不在です(窓口は音更町教育委員会)

最後までお読みいただき拝謝。今号は管理職と７年団が担当します。
誰の一言か推理してみてください。今号で教職員も２巡目を終え、
次号からは順番をシャッフルする予定です。

＊ ⻑年愛用 TV の調子が悪く、思い切って買い替え。画質・音・臨場感等すべてで圧倒されます。 (T.S)
＊ 30 年前に担任した子の活躍が新聞に載っていました。何より何よりうれしい限りです。 (F.A)
＊ BIG BOSS 新庄。今からどんな野球をするのか楽しみです。早く試合が観たい。 (S.N)
＊ 娘達からねだられてプラバンに初挑戦しました︕楽しくてハマりました。ピアス作るぞ︕ (I.Y)
＊ 気温も下がり家ではこたつを愛用していますが、道⺠のこたつ所有率は最下位らしいですね。 (G.K)
＊ 妹夫婦からステキな高級米が届きました。甘くてツヤツヤ♪ お米サイコー!! (U.Y)
＊ 健康診断で「ギリギリひまんです。」と言われてしまいました(泣)

(M.M)

＊ 国交省が実施する⾃動⾞起終点調査対象になりました。全国 8,000 万台からの無作為抽出だそうです。 (E.K)
＊ みかんがおいしい季節になりました。コタツをいつ出すか考え中です。 (H.A)
＊ 我が家もいよいよ受験モード突入︕送迎や費用に頭を悩ませ中。
「受験はチーム戦」実感しています。(S.S)
＊ もう 12 月なんて…信じられない。気持ちだけあせる日々です。 (Y.Y)
＊ 沢山頂いた南瓜を毎日のように食べています。南瓜には「若返りビタミン」が入っているそうです。 (H.A)
＊ 給食のさつま汁、たぬき汁。具だくさんで心も身体もほっこり温められます♡ (K.N)
＊ ミニ学習発表会の練習で全く踊れず…。子供たちの上達ぶりに感服しています。 (Y.T)
＊ 新庄新監督。正直「えっ?!」と思いましたが、このドキドキ感を楽しむことにしました。 (S.H)
＊ 我が家の冬の定番は「名古屋名物寿がきやみそ煮込みうどん」の袋麺。にんにくが隠し味。 (S.K)

合い言葉

「 つながる ・ かさねる ・ ひろげる 」

