
東士幌小学校教育目標 

・やさしい子（友だち大好き） ・かしこい子（勉強大好き） ・つよい子（運動大好き） 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

                   

校長 増田  覚 

 １２日に東士幌小学校、保育所合同の学習発表会を行いました。会場には、児童、園児の作品展示

コーナーや体育館壁面に収穫フェスティバルのまとめや高学年社会科授業の職業調べのまとめを掲示

していました。発表には、これまでの学習成果が随所に表れていました。 

低・中学年の「和太鼓にチャレンジ」では、和の伝統を意識した太鼓に挑戦。国語の学習での詩の

暗唱等を取り入れた発表になっていました。また、高学年の劇「未来へのかけはし」では、自分が興

味をもって調べた職業の役を演じ、どんな職業でも誇りと責任をもってがんばる姿を表現しました。 

校長挨拶で触れたことですが、全校器楽では 3年生がリコーダーを担当しました。ソプラノリコー

ダーは 3年生で初めて扱う楽器です。入門期は、息の入れ方や正確な運指などを考慮して音を出しや

すいソ以上の音を練習している時期ですが、両指を使って見事に演奏していました。 

器楽の演奏では、扱いなれていない楽器、初めて挑戦する楽器を担当する児童がいます。練習で

は、お互いに励まし合ったり、教え合ったり、黙々と練習に打ち込む姿があったりと、上達していこ

うという強い気持ちが表れた活動をおこなっていました。 

また、1年生は 6年生が担当したドラムに興味をもち、休み時間に最初のイントロ部分をマネして

叩いている光景も目にしました。一緒に活動していく中で下級生は上級生の姿に自分を重ね、近い将

来の目標にしています。これが、小規模校の良さだと思います。この積み重ねの一つ一つが東士幌小

学校を造っています。これからも子どもたちの個性や可能性が活かされ広がっていく学校を目指して

いきます。保護者、地域の皆様のご協力、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域とともに歩んで開校１１５年 

音更町立東士幌小学校便り   

 

 

 

 

発 行  令和３年１２月 １日（水） No．８  

音更町読書感想文コンクール 入賞者 

【課題図書の部】 

 優秀賞 1年 小森 大騎 

     6年 菊地  彩  

【自由図書の部】 

 最優秀賞 3年 山田 龍弥 

  優秀賞 1年 目谷 唯椛 

      2年 水上翔汰朗 

十勝こども大会 入賞者 

【美術 絵画の部】 

 特選 5年 水上 大誠 

【家庭科の部】 

 入選 5年 山田 琳香 

 佳作 6年 佐藤 海宙 

十勝こども大会 読書感想文 

【自由図書の部】 

 優秀賞 2年 水上翔汰朗 

  佳作 1年 目谷 唯椛 

     3年 山田 龍弥 

【課題図書の部】 

 優秀賞 6年 菊地  彩 

  佳作 1年 小森 大騎 

道の駅おとふけ愛称公募 

 優秀賞 6年 菊地  彩 

  愛称「なまらイナンクル」 

IKA国際空手協会東北海道大会 

       小学 5～6年女子の部 

 優 勝 6年 恩田  南 
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今年度の学習発表会は、１２日金曜日の平日に開催いたしました。11月に入り、新型

コロナ感染症が落ち着いている中で行えたことが何よりでした。会場にいる人たち全員の
安心と安全を守る最大限の感染症対策と子ども達の発表が生きる最大限の工夫を考え、会
場作りを行いました。児童と幼児一人一人が主人公の発表になっていたと思います。 
来場してくださった皆様のご協力のおかげで、学習発表会終了後も何事もなく無事に開

催できたことに感謝申し上げます。 
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17日（水）に 1年生教室で研究授業を行いました。算数の学習 

です。授業では、引き算の計算の仕方を考え、表現していました。 

１２－３の計算方法ですが、１０－３の計算を最初にして、７と 

一の位の２を足して９というやり方がオーソドックスです。でも 

３人に１個ずつチョコを配るとき、日常生活では、チョコ１０個 

入りの未開封の箱とバラになったチョコが２個あったら、箱を開 

ける前にバラのチョコから配りませんか？それは１２－２を最初 

にやっていることになります。まだ一人に配られていないので、 

１０個の入りの箱を開けて一人に渡す１０－１で残りは９個。引き算にも考え方がいろいろありますね。 

 放課後の研修では、校内研修テーマに沿って授業についての学習会を行い、話し合いを深めました。 

26日に 5・6年生が帯広美
術館へ行ってきました。 
美術館の鑑賞マナーや美術館

の役割などを学習し、今開催さ
れている水木しげるの展示作品
を鑑賞してきました。鑑賞のポ
イントをクイズにして作品の見
方の学習も行いました。 
 見学で学んだことを活かし
て、オリジナルの妖怪を考え、
図工の木版画の学習につながっ
ていきます。 

教頭先生作成のしおりで
す。子どもたちの興味・関
心がそそられる学習のた
めのしおりになっていま
す。 

帯広市児童会館の科学展示
室にも行ってきました。 
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 17日に音更町教育

委員の田中義博様が来

校くださり、東京オリ

ンピックトーチを紹介

していただきました。

子どもたち、教職員一

同、トーチにまつわる

様々な話を伺い、驚き

の連続でした。とても貴重な時間をいただきました。 

【12月の行事について】 

             

 

今年度も PTAに関わる様々な行事が中止になってき

ましたが、やっとできる機会が巡ってきました。12日

（日曜日）の午前中に親子レクレーションを実施いたし

ます。急な変更にも対応できるような企画を PTA役員

さんで考えていただいています。 

卒業の足音が聞こえてきた 6年生の子どもたちにとっ

ても、東士幌小学校での思い出の一つになってもらえれ

ばうれしいですね。よろしくお願いいたします。 

 

 

5時間授業 下校時刻は１４：４０です。 

12月の教職員の動向に関わって、予定が一部変更と

なっています。14日（火）に職員会議を行うことにな

りました。下校時間が早いのでご協力よろしくお願いい

たします。 

 

 

 

 

 今年度のスケート学習は、町営リンクで行うことにしま

した。そのため、グラウンドをスケートリンクにせず、雪

山を築くなど冬場の運動ができる環境を整えます。また、

子どもたちの体力作りのために、冬休みの土日、祝日、学

校閉庁日を除く平日に時間を決めて体育館解放を行って

いきます。【実施日 12月 27・28、1月７・11～14】 

スケート教室実施日に活動を行う日は開放しません。 

令和３年 １２月行事予定表 

日 曜 行 事 内 容 

1 水 
安全点検日 外国語（高・中）参観日 
移動文庫 

2 木 外国語（高） 校内授業研 

3 金 定時退勤日 

4 土  

5 日 音更教育を考える日記念フェスタ 

6 月 
校区連携小中事業（高） 
青少年係指導員学校訪問 

7 火 
児童会 社会福祉協議会来校 
組織力強化会議 

8 水 
外国語（高・中）NPO 全校朝会 
授業研・中学年オンライン授業 
英語教育支援事業研修会 

9 木 外国語（高） 町校長会議・教頭会議 

10 金 定時退勤日 

11 土 教育振興会教育講演会 

12 日 PTA親子レクレーション 

13 月 外国語（高） 

14 火 職員会議 5時間授業 

15 水 研修 校区連携小小事業（高） 

16 木 
クラブ 外国語（高）食育・職業学習 
避難訓練 

17 金 防犯教室 定時退勤日 

18 土  

19 日  

20 月 書写毛筆授業 養護教諭研修会 

21 火 児童会 

22 水 外国語（高・中）NPO 

23 木 大掃除 外国語（高） 

24 金 
終業式 大掃除 月末統計 定時退勤日 
5時間授業 

25 土 冬季休業開始（～1/１６） 

26 日  

27 月 給食調理室清掃 

28 火  

29 水 年末休日 

30 木 年末休日 

31 金 年末休日 


