《知》意欲的に学び，課題に粘り強く取り組む児童
《徳》社会のルール・学校のきまりを守り，
礼儀正しく思いやりのある児童
《体》心身ともに健康で，命を大切にする児童

珠洲市立上戸小学校
学校だより 第６３７号
平成３０年 ４月２７日

せんだん

ご入学・ご進級おめでとうございます
学校長 多賀 忠雄
３名の新１年生を迎え、全校児童３２名、職員１４名で平成３０年度がスタートをしました。
児童は、新しい学年での新たな希望に胸を膨らませています。また３名の新１年生も、毎
日楽しそうに過ごしています。学校では１年生が全校児童とふれあう機会がたくさんありま
す。例えば、休み時間・縦割り班活動・そうじ・お花見集会等の行事・毎週月曜日の全校朝
会等です。学級の中だけでなく、いろいろな学年の児童とかかわる中で少しずつ学校に慣れ
てきているようです。
さて、本年度の本校のめざす児童像は上記の３つです。
この３つは知徳体と呼ばれます。近年学力向上が話題となっています。学校でも児童に学
力をつけていくことは大きな課題です。しかし、学力だけ向上すればよいとは思いません。
知徳体のバランスのよい育成が大切と考えています。本校のめざす児童像
は、そのことを示しています。
児童一人ひとりの将来を考え、これから先に出会うであろう幾多の困難を乗り越えられる賢い頭と正し
い心、健康な体が育成できるよう教職員一同、力を合わせて、努力してまいります。保護者の皆様、地域の
皆様には昨年と同様、深いご理解と温かいご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。
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保護者の皆さま、地域の皆さま、そして教職員が、子ど 光眞
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もたちの心身の発達とその可能性を引き出すための積極的
な援助者となることができるよう（Ｈ30ＰＴＡ活動方針より）
、
＜３０年度 ＰＴＡ活動テーマ＞
より一層、連携を深めていきたいと思います。
（主題）主体的に活動するＰＴＡをめざして
（副題）上戸の子どもをすこやかに育てるために
－家庭・学校・地域との連携をめざして－
新任職員の挨拶
よろしくお願いいたします。
能登町の柳田中学校からかわってきた校長の多賀忠雄です。
小学校は３０年ぶりの勤務で、児童の目線やイス・机の低さ、はしの短さなど、
何から何まで戸惑うことばかりです。しかし、子どもたちのさわやかな挨拶やすて
きな笑顔に元気とパワーをもらう毎日です。残り２年の教職人生、上戸小の子ども
たちのために頑張りますのでよろしくお願いします。＜多賀 忠雄＞

上戸小学校２度目の勤務になりま
す。みんなが笑顔で元気に学校生活が
送れるよう、給食を楽しみにしてくれ
るように頑張りますので、よろしくお
願いいたします。＜盛田 純子＞

赴任早々、学校と地域のつながりの
深さを強く感じています。
上戸の子ども達の教育環境が少し
でも良くなるように、努力していきた
いと思います。よろしくお願いいたし
ます。＜泉 文恵＞
４年ぶりに上戸小学校へ戻ってき
ました。子どもたちの明るく元気な声
を聞くと、
「あ～これだ!!これが上戸
っ子だ!!」と改めて思いました。子ど
もたちと一緒に楽しく学校生活が送
れたらと思います。宜しくお願いしま
す。＜林 美和子＞

珠洲市のみさき小学校から来ました
又木勇哉といいます。４月からわかば
の担任を受け持つことになりました。
上戸の自然や祭りに触れるのが楽しみ
です。８月までですが一生懸命がんば
ります。よろしくお願い致します。
＜又木 勇哉＞

いつも大きな声で挨拶してくれたり
話しかけたりしてくれる皆さんのおか
げで、毎日楽しく通っています。
これから過ごす日々がより良いもの
になるように、一緒に進んでいきたい
と思います。よろしくお願いします。
＜谷内田さやか＞

今年度複式解消講師としてお世話になります。昨年度までは支援員をしていまし
たので、はじめての「先生」です。はじめての学校、はじめての子どもたち。分か
らないことばかりですが、子どもたちの元気な挨拶や明るい笑顔に力をもらって、
もうすでに上戸小学校が大好きになりました。未熟者ではありますが、一年間宜し
くお願いします。 ＜堂ヶ平聖子＞

「守る会」の皆さま、今年度もよろしくお願いします。
４月１０日（火）午後、
「上戸の子どもを守る会」の皆さまと、珠洲警察署から上戸地区担当の署
員の方のご出席もいただき、本校児童との対面式を行いました。新会長の初鳥弘さんのご挨拶、珠
洲警察署の方のお話、隊員の皆さまの自己紹介の後、６年柏原拓弥さんが児童代表として、日頃の
見守りに対するお礼と感謝の挨拶をしました。
式が終わった後は地区ごとの集団下校となり、会員の皆さまには、児童と一緒に歩いていだきました。
今年度も、いろいろな場面でお世話になりますが、子どもたちの安全のため、よろしくお願いいたします。

お花見集会 …参観ありがとうございました。
４月１３日（金）保護者や地域の方々のたくさんのご参観をい
ただき、
「１年生を迎える会」を兼ねて、
「お花見集会」を開きま
した。
２・３年生の演技「あいうえお体操」では、リズミカルな激し
い動きで大いに盛り上がり、４～６年生の演奏「さくらさくら」は、琴と鍵盤ハーモニカ・鉄琴
の素敵な音色が響き渡りました。また、１年生へのインタビューでは、３人とも、好きな食べ物
などを大きな声で答えていました。そして、ゲームでは保護者や地域の方々にも参加いただき、
みんなで楽しみました。
給食は、今年度は和室へ上がって、みんなで「お花見寿司」
「三食だんご」などおいしくいただきました。身も心もとても温か
くなりました。

５月の行事予定
１日（火）街頭指導
２日（水）避難訓練（地震・津波対応）
３日（木）憲法記念日
４日（金）みどりの日
５日（土）こどもの日
８日（火）月曜日課 内科検診
ＰＴＡ役員会

１０日（木）ＰＴＡ安全指導
１１日（金）委員会 観桜会
１６日（水）定時退校日
１７日（木）心臓検診 歯科検診
１８日（金）委員会
２１日（月）ＰＴＡ安全指導

運動会のお知らせ
◇日時
平成３０年５月２６日（土）９：３０～ （雨天順延）
◇場所
上戸小学校運動場
※子どもたちの一生懸命な競技・演技にご声援をお願いします。

２２日（火）計画訪問Ａ
（１３：３０下校）
２４日（木）運動場除草・テント張り
２６日（土）運動会（雨天順延）
２７日（日）運動会予備日
２８日（月）振替休業
３０日（水）スクールシアター

ご厚志ありがとうございました。
風巻さんから、しいたけをいただきまし
た。
佐伯先生から、お花をいただきました。
ありがとうございました。

保護者から
谷内 由紀子 さん （１年 茉子さん のお母さん）
わが家の新一年生は、お兄ちゃんお姉ちゃんが迎えに来てくれるのを、少し緊
張しながら、うれしそうに毎朝待っています。
娘を安心して送り出せるのは、頼もしい上級生とやさしい先生方、そして温か
く見守ってくれる地域の皆さんのおかげです。ありがとうございます。
児童の日記・作文から
＜１・２年生 ぼく・わたしのすきなもの＞
（１年 あぶらや ゆうき）
（１年 はっとり なおと）

◆はじめに１年生の自己紹介がありました。それを見ていたら、自分が１年生
の時、みんなの前でしゃべるのがはずかしかったのを思い出しました。次に、
２・３年生がダンスをしました。どきどきしたけど楽しく踊れてよかったです。
４・５・６年生は「さくらさくら」をことでひきました。とても上手で、わた
しはおことをひきたくなりました。
（３年 谷内口 こはる）
◆２・３年がやるのは、あいうえお体操です。本番は、
一回でうまくできてよかったです。人がいっぱいいて緊
張しました。新聞ゲームも人間ちえのわもすごく頭を使
うゲームでした。
（３年 平野 ゆうだい）
◆さいしょは１年生の自己紹介、次に２・３年生のダン
ス、ちゃんとできてうれしかったです。４・５・６年生
の「さくらさくら」はすごかったです。それがおわって、
みんなでしたゲームはとっても楽しかったです。みんな
で食べた給食もおいしかったです。
（３年 郡 せいや）
◆わたしは、踊りをしました。リハーサルがきました。ドキドキしました。で
もほとんどまちがえないでできてうれしかったです。いよいよ本番がきました。
練習の時よりも上手にできました。
「さくらさくら」も聞きました。いろいろな
楽器があっていいと思いました。
（３年 西田 まゆ）

（１年 やち まこ）
◆ぼくのすきなべんきょうは、こくごでかん字をかく
ことです。かん字をきれいにかきたいです。
（２年 いえね そうた）
◆わたしは、こくごでいろんなかん字をおぼえて、こ
くごのべんきょうのかん字をもっとがんばりたいです。
（２年 いずみ そな）
◆わたしは、こくごで文をかくこと
がすきです。なぜかというと、もじ
をいっぱいかけるからです。
（２年 たに さりな）
＜お花見集会＞
◆お花見集会をしました。ぼくは、けんばんハーモニカをやりました。ちょっとど
きどきしたけど、がんばれたからよかったと思います。
お花見だんごを「おいしかった。
」とかあちゃんが言っていま
した。給食は、ぼくの好きなちらしずしでした。二杯も食べまし
た。
（４年 初鳥 けいじ）

◆お花見集会で、おいうえお体操がじょうずにできま
した。体育の時いっぱい練習をして、先生にもほめら
れて、うれしかったです。新聞ゲームもおもしろかっ
たです。小さくたためても立っていられたのでうれし
かったです。
（３年 儀谷 かいと）
＜交通安全教室＞
◆きょう交通安全教室がありました。３年生ではじめて自転
車に乗っていきました。左側を走ることが分かってうれしか
ったです。いろいろな地域の人が旗をもって教えてくれまし
た。でも自転車が小さいからやりづらかったです。がんばっ
たら楽しかったです。右に曲がる合図と、左に曲がる合図と、
止まる合図が分かってうれしかったです。来年は、もっとうまくなってがんば
りたいです。
（３年 梶 なぎさ）
＜５・６年生 「ぼく・わたし」＞
◆わたしの得意なスポーツや遊びは、トランポリンやおにごっこです。
わけは、トランポリンは高く飛ぶと気持ちが良くて楽し
いからです。おにごっこは、友だちと遊ぶと楽しいからで
す。
（５年 圓堂 ひかり）

◆２・３年生のおどりはとっても上手でした。４年生以上は、さ
くらさくらの合奏をしました。わたしは、けんばんハーモニカを
しました。失敗しなくてよかったです。来年は琴をするのでがん
ばりたいです。
（４年 谷 あいり）

◆わたしの好きなことは、ピアノです。
わけは、ピアノで曲をひけるようになったりしたら、ど
んどん楽しくなってくるからです。むずかしい曲や速い曲など、ひけるとうれしい
です。みんなも、やってみませんか。
（５年 福田 ひな）

◆ぼくたちは、お琴と鉄琴、けんばんハーモニカで合奏をしました。たくさん拍手
をもらいました。みんなで新聞のゲームと人間知恵の輪をしました。みんなで校歌
も歌いました。パパママが来てくれてうれしかったから、来
年もがんばります。
（４年 天満 ともひろ）

◆わたしの好きなことは、バスケットです。
わけは、試合でシュートが入ったらうれしくなるし、次も入れようという気持ち
になるからです。
これからも、低学年に教えてあげて、みんなでうまくなりたい
です。
（５年 郡 愛奈）

◆はじめに開会のあいさつがありました。次におどりをし
ました。そして、さくらさくらをひきました。ゲームをし
ました。たのしかったです。
（３年 泉㟢 ひかり）
◆お花見集会で、あいうえお体操をした
のが楽しかったです。給食もおいしかっ
たです。お花見集会なのに、さくらが少
ししかないから、残念でした。いっぱい
さくらが咲いていてほしいと思いました。
（３年 鳩野 めい）

◆わたしの好きなことは、一輪車です。
わけは、
友だちといっしょにメリーゴーランドをしたりするのが楽しいからです。
メリーゴーランドをみんなでやってみると、もっと楽しくなると思います。
（５年 藤瀬 美桜）
◆わたしの名前は、坂口恵です。好きな食べ物はめん類です。その中で好きなのは
うどんです。なぜなら、おいしいからです。
好きな動物は犬です。なぜなら、かわいいからです。これから、
よろしくお願いします。
（わかば 坂口 恵）
◆わたしの好きなスポーツは、バスケットボールです。
わけは、ドリブルやパスでボールを運びながらシュートをする
と、とても気持ちがよくなるからです。
バスケは、いろんな楽しさを教えてくれます。
（６年 泉ここ奈）
◆ぼくは野球が好きです。テレビでプロ野球を見るのも、自分が
野球をするのも好きです。運動がもともときらいでした。けど、
野球をして、運動やスポーツが好きになったし、体や心をきたえ
てくれるので、野球が好きです。
（６年 泉㟢 昂輝）
◆私の好きなことはピアノです。
わけは、
いやなことがあったり、
気持ちが落ち着かないことがあったりしたときにピアノをひくと、気持ちが落ち着
くからです。これからも、ピアノを大切にしていきたいです。
（６年 梶 愛海）
◆ぼくの好きなスポーツは、野球です。
わけは、ヒットを打ったらうれしいし、守備でアウトにして「ナイス」とか言わ
れるとうれしいからです。
ぼくは、野球が下手なので練習して上手になりたいです。
（６年 柏原 拓弥）
◆ぼくが好きな遊びは、ドッジボールです。
なぜ好きかというと、相手のボールをよけたり、味方にパス
などをすると、心が晴れやかになるからです。
なので、ドッジボールがしたい人は、休み時間、一緒にしま
しょう。
（６年 藤瀬 瞭太）
◆僕の好きな遊びは、おにごっこです。おにごっこは、大人数でする遊びで、かく
れたり逃げ回ったり、いろいろな戦術で楽しむことができるので好きです。みなさ
んも、おにごっこは楽しいので、ぼくと遊んでみませんか。
（６年 西田 隼翼）
◆ぼくは、野球がすきです。わけは、ピッチャーをしてよい球を投げれると、心地
よくなるからです。これから、チームのレギュラーになって、背番号の１を取れる
ように、毎週の練習をがんばります。
（６年 前田 海）
◆僕の好きなスポーツは、野球とバレーです。野球は、いろいろ
な技術が必要だし、バレーボールは、チームワークが必要だから
です。でも、他のスポーツでも、たいていは好きだから、だれで
も遊びにさそってほしいです。
（６年 山田 恵大）
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◆わたしの好きなことは、ピアノをひくことです。
わけは、楽しいし、お姉ちゃんと連弾するとうれしくて、一人でひくときより楽
しく感じるからです。
これからも、ピアノをがんばろうと思います。
（５年 三盃 慧里子）

「公民館遊具のペンキ塗り」＆昼食会（公民館・青年福祉委員会から）

◆わたしの好きなことは、本を読むことです。
わけは、静かなところで読むと、心を落ち着かせることができ
るからです。本を読むことはよいと思うので、続けたいです。た
まに、友だちと遊ぼうと思います。仲良く友だちと遊びたいです。
（５年 藤瀬 陽菜）

◇日時 ５月１３日（日）９：００～
◇場所 上戸公民館
※タケノコご飯などの昼食を用意します。
「山野草を食べる会」ができないので・・・みなさん、参加してください。
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