《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

せんだん

友達と励まし合って努力を継続し、「やればできる」という自信を深める学期に

珠洲市立上戸小学校
学校だより 第６４１号
平成３０年８月２９日

校長

多賀 忠雄

「猛暑・熱中症」という言葉を聞く機会が多かった長い夏休みもあとわずかになりました。９月
３日には学校に再び元気な子ども達の歓声が戻ってきます。４４日間もの長かった夏休みを、３２
人一人ひとりがきっと有意義に過ごしてくれたことと思います。９月３日に全員の元気な顔を見ら
れるのを、そして、夏休みの思い出話をたくさん聞かせてもらえるのを楽しみにしています。
保護者の皆さまには、夏休み中の海水浴当番、本当にありがとうございました。おかげさまで大
きな怪我や事故もなく子ども達は楽しい海水浴を行うことができました。本当に感謝しております。
さて、いよいよ２学期のスタートです。長い夏休み明けの一番の心配事は、体調不良と生活リズムの乱れです。まず起
床から就寝までの生活リズムを取り戻し、学校生活に合わせた生活習慣を取り戻すことが大切です。ご家庭でもお子様の
体調管理と生活リズムの確立にご配慮願います。
２学期には持久走大会や器械運動学習会があります。持久走や器械運動は、自分との闘いになる運動です。なので、２
学期は、友達と励まし合って努力を継続し、「やればできる」という自信を深める学期
にしてほしいと思います。
子どもたちの持つ素晴らしい力をさらに伸ばせるよう職員一同力を合わせ努力し、気持ちのい
い元気な挨拶・さわやかな笑顔あふれる「明るく楽しい学校」づくりを進めたいと考えています
ので、どうぞ温かいご支援とご協力をよろしくお願いします。

８月６日（月）全校登校日 全校集会
８月６日（月）は全校登校日でした。今年の夏は暑
かったためでしょうか、登校した児童のほとんどは黒
く日焼けした顔で、みんなとても元気そうでした。
体育館で行われた全校集会では、始めに、１年生が
１学期に国語で学習した「おおきなかぶ」を、２年生・校長先生と一緒に動
作化しながら、朗読してくれました。
「うんとこしょ、どっこいしょ。
」が口
癖になりそうです。次に、３・４年生が谷川俊太郎さんの詩「せんそうしな
い」を群読してくれました。そして、校長先生からは、８月６日ヒロシマ・
９日ナガサキの原爆記念日、１５日の終戦記念日の説明と、上戸北方の忠魂
碑の写真も示しながら「平和について考えてみましょう。
」というお話があり
ました。そして最後に、「残りの夏休みも健康・安全に過ごすこと」をみん
なで約束し合いました。

ちょうちょと ちょうちょは せんそうしない
きんぎょと きんぎょも せんそうしない
くじらと くじらは せんそうしない
すずめと かもめは せんそうしない
すみれと ひまわり せんそうしない
：
ちきゅうにいきる いきもののなかで
せんそうをはじめるのは にんげんだけ
それも おとなだけ

今年の夏は暑かった！ でも、やっぱり、海は楽しかった!!
保護者の皆さまの監視当番のもと、今年も、いつもの生瀬さん宅の下の浜で海水浴場を開設しました。
ただ、浜や海底の様子がこれまでとは大きく変わり、子どもたちが安心して遊べる範囲がとても狭くな
ってしまいました。
しかし、今年は例年にない晴天続き（猛暑）のおかげで、７月２４日（火）～８月３日（金）予定通
りの９日間の開設期間中、少ない日で９人、最も多い日で１７人、１日平均１２．７人（昨年１０．４
人）の参加があり、児童は、水泳の練習をしたり、貝を採ったり、浜での砂遊びをしたりと、
思い思いの楽しみ方をしていました。
（皆勤４人、精勤４人）
保護者の皆さまには、お忙しい中、また暑い中、監視当番ありがとうございました。
また、最終日には、ＰＴＡ役員の皆さまにより、テントやブイ等の撤収作業も行われました。
準備のときと同様に、手際よく作業が進められ、あっという間に終了しました。重ねて、御礼
申し上げます。

日本スカウトジャンボリー見学・体験イベント
第１７回日本スカウトジャンボリー開催期間中の８月９日（木）
、５・６年生が珠洲市教
育委員会による見学・体験イベントに参加してきました。
会場の鉢ヶ崎では、すれ違う人とハイタッチをしながら移動し、まず、会場を一望でき
る丘から全体の様子を見て、その広さ・スケールの大きさにびっくりしていました。その
後、全員で記念のブレスレッド（念珠）づくりをしました。いろいろな色の玉を組み合わ
せ、思い思いの作品に仕上げていました。その後は、３つのグループに分かれて会場を見
学しながら、いろいろな体験をしました。宗教ブースでは、神道や世界のいろ
いろな宗教について、礼拝の作法を体験しました。また、外国のブースでは、
鉛筆や民芸品などのお土産をもらったり、竹笛作りにも挑戦したりしました。
途中、冷たいかき氷もいただき、あっと言う間に、見学・体験が終わりました。
なかなかできない体験をした子どもたちは、いったいどんなことを感じたで
しょうか。感想の一部を裏面に記載しました。

夏休み中に届いた一枚のハガキから・・・
夏休みに入ってから何日かして、兵庫県の豊田さんという方から「上戸小学校６年生
の皆さんへ」という１枚のハガキが届きました。
この方は、１学期上戸小に勤務していた庄司典子先生のお知り合いで、珠洲に来た時
に、６年生が１学期国語の時間に作成した「ようこそ私たちの町へ」というパンフレッ
トをもとに様々なところを観光したそうです。
ハガキには、
「どのページも分かりやすくて、行ってみたくなる。
」
「珠洲市の良さが
よく伝わる。
」
「また珠洲市を訪れたい。
」
「素敵なパンフレットを作ってくださりありが
とうございました。
」と書かれていました。
ここ近年の学習は、どの教科や領域においても、知識や技能の習得のみならず、身に
付けたことを活かしたり、発信したりすることが多くなってきています。とは言っても、
その成果を実感することはなかなかありません。
しかし、今回いただいたこのハガキは、はっきり見える成果であり、子どもたちの励
みとなるものです。子どもたちは、きっと、
「本当に役に立ってよかった。
」
「がんばっ
て作ったかいがあった。
」
「次もがんばろう。
」と思うことでしょう。
これからも、子どもたちの自信や意欲につながるような学習指導を心がけていきたいと思います。

夏休み作品展のお知らせ

又木先生離任のご挨拶
１学期という短い間でしたがありがとうございました。
自分が一番思い出に残っているのは運動会のダンスです。
みんなと一緒に作り上げたダンスは最高でした。一生懸命
踊るみんなの姿を見て嬉しかったです。これからもいろん
なことにチャレンジしていって下さい。みなさんの活躍を
楽しみにしています。
又木勇哉

○展示期間
９月３日（月）～７日（金）
○展示時間
午前８時１５分～午後４時４５分
○展示場所
２階 音楽室
○展示物
工作・手芸・自由研究作品
※自由研究の一部は、珠洲市科学作品展に出品します。

北國子ども俳壇

行事予定
３日（火）２学期始業式・新任式
街頭指導
５日（水）３・４年生き物観察会
７日（金）月曜日課
委員会
１０日（月）ＰＴＡ安全指導
１４日（金）上戸秋祭り
２０日（木）ＰＴＡ安全指導
学校関係者評価委員会

２１日（金）クラブ
２５日（火）集金袋配付
２７日（木）５・６年修学旅行～２８日
２８日（金）１～４年バス遠足
３０日（日）PTA 親子活動

佳作

秀 作

保護者から
福田湖乃美さん（５年 ひなさんのお母さん）
今年の夏は猛暑で大人はグッタリでしたが、子ども達は元気に海水浴に遊び
に来てくれました。年々砂浜も狭まってきていますが、もぐって貝をとったり
楽しんでいたようです。２学期も元気にがんばろう！！
児童の日記・作文から
＜１・２年 「おおきなかぶ」のげきをしたよ＞
なつやすみのぜんこうとうこうびで、おおきなかぶのげきをしま
した。こうちょうせんせいがかぶのやくをして、そのかぶをみんな
でひっぱるところがすごくたのしかったです。
（１年 あぶらや ゆうき）
とうこうびに、たいいくかんで、おおきかぶのげきをしました。ぼくはどきどきしまし
た。
（１年 はっとり なおと）
きょう、おおきなかぶのげきをしました。たいいくかん
でして、わたしは、おばあさんのやくをしました。そして、
こうちょうせんせいが、かぶになりました。
（１年 やち まこ）
とう校日に、体いくかんで、
「おおきな かぶ」のげきをしました。ぼくは、犬のかか
りでした。どきどきしました。
（２年 いえね そうた）
とう校日に、おおきなかぶのげきを体いくかんでしました。わたしのやくは、ねずみ
で、ねこやくのさりなちゃんによばれたとき、れんしゅう中だったら、
「いまは、わたしたちしかいなくて、きんちょうしないけど、ほんばんは、ぜん校あつま
るから、きんちょうして声があんまり出せないかも。
」
と、思っていたら、れんしゅうしているうちに、きんちょうするきもちが、へっていって、
本番、声を出せてよかったです。
（２年 いずみ そな）
とう校日に体いくかんで、
「おおきなかぶ」のげきをしました。 わたしは、ねこのや
くをしました。大きなかぶをひっぱるときに、
「うんとこしょ、どっこいしょ。
」
と、言うところが楽しかったです。
（２年 たに さりな）

次の日も全部負けて疲れたけど、がんばった思い出です。
（３年 泉㟢 ひかり）
ボーリングに行きました。ぼくは１０回のうち、ストライクを 7 回取りました。とっ
てもうれしかったです。楽しかったのでまた行って、次いい記録
をつくりたいと思います。
（３年 郡 せいや）
ボーリングへ行きました。１回してみたら楽しかったから、２
回目もしました。ストライクを３回取って、スペアもいっぱい取
ったからうれしかったです。たくさん遊びました。
（４年 初鳥 けいじ）
京都に行ったのが楽しかったです。ロープウェイに乗ったり、金閣
寺を見たりと夕方まで疲れ切りました。次の日は、福井の水族館で、エ
イや小さいサメにさわりました。一番の思い出は、ドクターフィッシュ
がぼくの手をかりかりしたことです。 （４年 天満 ともひろ）
なごみプールで、いっぱい遊びました。めいちゃんとせいやくんといっしょに歌いま
した。流しソーメンきにトマトとソーメンを流しました。とってもおいしかったです。
（４年 谷 あいり）
＜５・６年 夏休みの想い出＞
日本スカウトジャンボリーに初めて見学に行きました。珠洲の
人口と同じくらいの人が来ていて、歩いているとハイタッチをし
てくれておどろきました。いろいろな体験ができて、とても楽しか
ったです。
（５年 圓堂 ひかり）
スカウトジャンボリーに参加して、いろんな体験もできて楽し
かったです。すれちがった人にハイタッチをしたのが楽しかったです。
（５年 郡 愛奈）
わたしは、日本スカウトジャンボリーに参加して、いろんな国の人たちと話したり、ハ
イタッチをしたりしたのが楽しかったです。今までこんなことをしたことがなかったの
で、これからはいろんな地域の人たちと話してみたいです。
（５年 三盃 慧里子）
日本スカウトジャンボリーに参加して、アクセサリーを作ったことが楽しかったで
す。ビーズを糸に通して作りました。
（６年 柏原 拓弥）

＜３・４年 夏休みの思い出＞
「戦争をしない」を全校登校日に発表しました。さいしょ
はドキドキしたけど、本番思い出して言えたのがうれしか
ったです。きんちょうしたけど、おおきな声を出せてうれし
かったです。
（３年 西田 まゆ）

日本スカウトジャンボリーに参加して、色々な国の人と交
流したり、色々なブースを見てまわったりしました。ぼくは、
このジャンボリーで色々な人と仲良くなれたのではないか
と思っています。今度のスカウトジャンボリーも参加してみ
たいです。
（６年 西田 隼翼）

ぼくは、ディズニーで、夜のショーを見ました。楽しかったです。白雪姫とかラプンツ
ェルとかがいて、おもしろかったです。
（３年 儀谷 かいと）

日本スカウトジャンボリ―で、全国のスカウトの人達と会いました。思ったよりもた
くさん来ていました。一番印象に残ったことは、みんな思ったより楽しい人達で、通るた
びにハイタッチもしてくれることです。楽しかったです。
（わかば 坂口 恵）

親子キャンプがありました。なごみプールにいっていっぱい遊びました。昼ご飯は、お
にぎりとソーメンとトマトでした。あいりちゃんとまゆちゃんといっ
しょにねました。楽しかったです。
（３年 鳩野 めい）
ぼくの一番の思い出は、加賀市へ旅行したことです。金ぱくをはっ
たことが楽しかったです。やりかたは、お盆の上に金ぱくをはって絵
をかきます。ぼくは、金のりゅうが金の雨をふらせているふうにかきました。楽しかった
です。
（３年 平野 ゆうだい）
京都の水族館に行きました。はじめに見たのは「オオサンショウウオ」です。夜行性だ
そうです。次に「キッザニア」でお仕事をしました。一番楽しかったお仕事は、アイスク
リームやさんです。電車にたくさんのれて、よかったです。
（３年 谷内口 こはる）
滋賀県のキャンプ場で２泊しました。昼、京都で金閣寺とおおみ神
宮へ行って、いろいろなグッズを買いました。キャンプ場へもどって、
湖に入りました。次の日は神戸へ行ってポートタワーにのぼりました。
とってもきれいでした。
（３年 梶 なぎさ）
バスケットボール「みそのカップ大会」がありました。レギュラー戦では、応援をがん
ばりました。ジュニア戦では、５人しかいなかったので２クォーターの６分を出ました。

８月６日の全校登校日で、３・４年生が戦争の本を読んでくれました。そのあと、校
長先生の話で写真を見せてくれました。珠洲にも戦争のあとがあったからびっくりしま
した。
（５年 藤瀬 陽菜）
８月６日の全校登校日では、１・２年生の「大きなかぶ」の発表がおもしろかったで
す。ちゃんと大きな声で言ってたし、はっきり言っていたのがいいなと思いました。
３・４年生の読み聞かせも自分のせりふを大きな声で言っていたからいいなと思いまし
た。
（５年 藤瀬 美桜）
８月６日の全校登校日に、３・４年生の本の発表で「せんそうしない」を聞きまし
た。日本も昔、戦争していたことがわかりました。
「せんそうしない」の本で、戦争し
たらダメな理由が分かりました。
（５年 福田 ひな）
８月６日の全校集会の３・４年生の読み聞かせで、生き物や植物は戦争しないのに、
なぜ人間は戦争をするのかを教えてもらいました。戦争は関係のない人までもまきこむ
ので、ぼくは戦争を絶対にしたくないと思いました。
（６年 藤瀬 瞭太）
ぼくは、８月６日は広島に原爆が落ちた日だと気づきました。原爆では、何千人何万人
と命を落としているので、命の大切さに改めて気づかされました。
（６年 前田 海）

８月６日の全校集会で、戦争は、自分が思っていたよりも、すごく激しいものだなと改
めて思いました。これからは、戦争しない世の中を自分たちで作っていけたらなと思い
ます。
（６年 山田 恵大）
ジュニアトライアスロンに出ました。私は、スイムの時に手で水
をかいていっしょうけんめいに泳ぎました。バイクでたくさんの人
をぬかしました。ランでは、前の人についていこうとがんばりまし
た。とても楽しかったです。
（６年 泉 ここ奈）
私の夏休みの思い出は家族で旅行に行ったことです。キャンプをして、社会で勉強し
た金閣寺にも行きました。本当に池に金閣がうつっていたのでびっくりしました。他に
も色々なことをしたけれど、どれも勉強になったものが多かったので良かったです。
（６年 梶 愛海）
＜親子議会発表原稿＞

珠洲市の観光案内について
上戸小学校６年 泉㟢 昂輝
６年生の国語の教科書に「町のよさを伝えるパンフレットを作ろう―ようこそ私た
ちの町へ―」という単元があります。そして、７月６日に珠洲市の史跡めぐりがある
ので、その学習とあわせて、上戸小学校では珠洲市の史跡を紹介するパンフレットを
作ることにしました。７月には本やインターネットを利用して事前調べをしました。
初めていくところや初めて知ることも多く、調べれば調べるほど実際に行ける日が楽
しみになっていきました。そして、調べることができなかったことは史跡めぐりで質
問をしました。その後、パンフレットを完成させ、学級で発表の場をもちました。そ
の中には、
「行けばもっと好きになる能登さいはて資料館」
「行かないと分からないス
ゴさ西方寺古窯跡」
「珠洲の歴史を感じさせる珠洲焼き」などの題名があります。内容
も興味深いものばかりでした。そこで、私は、この作ったパンフレットを観光案内に
利用できるのではないかと思いました。
現在、珠洲市の観光案内所として、道の駅すずなりの「すずなり館」で珠洲市のパ
ンフレットなど観光に関するさまざまな情報を提供していますね。そこを広くして、
私たちの作ったパンフレットを掲示するのはどうでしょうか。上戸小学校だけではな
く、他の学校の６年生も自分たちの町もしくは珠洲市についてのパンフレットを作っ
ているところがあるのではないでしょうか。上戸小学校では５年生の総合で、珠洲市
の産業について調べたことを新聞にしています。それには珠洲市の特産品などについ
ても調べてありました。
”珠洲市の小学生がすすめるスポットや特産品“として、観光
案内の一役が担えればいいと思いました。
そこで市長さんに質問です。わたしは、昨年の奥能登芸術祭のあと、県外ナンバ
ーの車が増えたように感じますが、珠洲市を訪れる観光客は増えているのでしょう
か。珠洲市のパンフレットの利用はどのくらいでしょうか。私の考えについてどう
思われますか。
珠洲市親子議会に参加して
6 年 泉㟢昂輝
今回ぼくは「珠洲市の観光案内について」市長さんに質問しました。これは担任の
先生と上戸小学校の６年生で意見を出し合って決めたことです。奥能登芸術祭の後、
県外ナンバーの車が増えたように感じたのですが、珠洲市を訪れる観光客は本当に
増えているのかを知りたかったからです。
ぼくは、家での練習では、おばあちゃんに見てもらいました。しゃべり方などを注
意されて意識するようになりました。本番では、周りにみんながいたので、とても緊
張しました。しゃべるときに前を向くのが全然できませんでした。でも、市長さんが
横にいたのでぼくたちの思いを伝えやすかったと思います。
市長さんは、ぼくの質問について、
「珠洲市には奥能登芸術祭で 7 万をこえる人が
来て下さった。
」と教えてくれました。また、珠洲市にたくさんの観光客が来てくれ
て、去年よりも増えていること、また、珠洲市のパンフレットもたくさん作られてい
ることも教えてくださいました。
この親子議会に参加して、自分の質問の答えだけを聞くのではなく、他の人の質問
などを聞いていて、
「なるほど」と思うこともたくさんありました。本当に良い経験
になりました。

