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１１月、今年度初めての学校公開を実施することができました。新
しい学年になって半年。子ども達は、成長した姿をおうちの人に見て
もらおうと、２日間張り切っていました。保護者の方々も、このコロ
ナ禍の中で、子ども達がどのように過ごしているのか心配しながらの
毎日だったからでしょう。参観された保護者の方からは、
「子ども達の
様子を見ることができて安心した。
」の感想や「公開してくれてありが
とう。
」等の感謝の言葉をたくさんいただきました。保護者の方々には、
２日間の分散開催や感染予防対策等、今回もたくさんのご理解・ご協力を
いただきました。学校からも、改めてお礼申し上げます。ありがとうござ
いました。
学校公開に合わせて、５・６年生とＰＴＡ参加の非行被害防止講座（ス
マホ安全教室）を実施しました。メディアはとても便利なものだけれど、
間違った使い方をするといじめや犯罪に巻き込まれる恐れがあることを知
り、子ども達はどう使用していけばよいか、保護者の方々はどのようにし
て子ども達を守っていけばよいのかを考えながら真剣に聞いていました。スマホ安全教室の後には、やなせたか
しさん作詞の人権の曲をＢＧＭに聞きながら、県人権擁護委員連合会の芝田副会長から人権のお話を聞きました。
12 月 4 日～１０日は、
「人権週間」です。これに合わせて、先日の学校集会では、子ども達に「人権」につい
て話しました。
「人はみんな違うけれど、みんな幸せになる権利を持っていて、日本の国の憲法で守られているこ
と。
」
「自分と人は違うのが当たり前であり、それを受け入れ、違う部分を理解し合うことが大切であること。
」
「理
解し合うには、お互いの話を聞いたり、見方を変えたりすることが必要であり、それを学ぶ場が学校であること。
」
等を話しました。
現在、いまだに、いじめや虐待、外国人や障がいのある人に対する偏見や差別など、様々な人権問題が存在し
ています。さらに，新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴って、感染者や医療従事者、またこれらの方々の
家族などに対する偏見や差別といった様々な人権問題が発生するとともに、SNS 上で他人を誹謗中傷したり、個
人の名誉やプライバシーを侵害したり、あるいは差別を助長するような情報を発信したりするといったインター
ネット上の人権侵害も深刻な問題となっています。
学校は、自己理解・他者理解を深め、一人一人の人権を大切にすることを学ぶことができる場です。
「みんなち
がってみんないい」ことが実感できる授業の中で、人権意識を高めていきたいと思います。

赤い羽根共同募金にご協力ありがとうございました。
1０月２６日（月）～３０日（金）
、
「赤い羽根共同募金」を呼びかけました。
例年児童会計画委員が中心となる活動ですが、今年度は感染防止のため、職
員対応で行いました。児童会の呼びかけの無い中でも、たくさんの児童が協力してくれていました。
また、学校公開日の際、たくさんの保護者の皆様からも心温まる募金をいただきました。
合計で９，４８９円が集まり、担当職員が津幡町社会福祉協議会に届けました。
ご協力、本当にありがとうございました。

「親子の手紙」の取組については、毎年各ご家庭で

１２月の主な行事予定
１日（火）特別日課・ＳＣ午後
５年町学力実態調査（国・算）
２日（水）学納金振替日・そうじ場所交代
委員会（６限）
７日（月）代表委員会（昼休み）
８日（火）歯科検診・学年発表会（１年）
ＳＣ午前・５・６年ぐんぐんタイム
Ｗｅｂによる保護者アンケート開始
９日（水）特別日課・クラブ（６限）
１０日（木）集団下校訓練（５限・14：05 頃下校）
１１日（金）特別日課・学年発表会（５年）
３・４年ぐんぐんタイム
１４日（月）いじめアンケート週間（～１８日）
１５日（火）ＳＣ午後
１６日（水）特別日課
１７日（木）学年発表会（６年）
１８日（金）Ｗｅｂによる保護者アンケート最終日
２２日（火）ＳＣ午前
２３日（水）通知表渡し１３：３０～
特別日課・４限・給食後下校
２４日（木）通知表渡し１３：３０～
特別日課・４限・給食後下校
２５日（金）大掃除・給食終了
２学期終業式（５限）15：１５頃下校
２８日（月）本日より冬季休業（～１月５日）
☆１月６日（水）３学期始業式 書き初め大会
給食開始
※１２月２９日～１月３日、学校は閉鎖となります。
万が一、事故等で学校への連絡が必要になった場合は、町役場ま
でご連絡ください。（℡28８-2121）
＜３学期の主な予定＞
１月 23 日（土）英語スピーチコンテスト（シグナス）
２月 ３日（水）中学校入学説明会（児童）
６日（土）中学校入学説明会（保護者）
12 日（金）学校評議員会
３月 3 日（水）町学力実態調査（3・５年）
校内学力実態調査（4・6 年）
１８日（木）令和２年度卒業証書授与式
２４日（水）修了式
通知表渡し（児童手渡し）
２５日（木）学年末休業開始
※現時点での決定事項です。今後の状況変化によっ
て、変更となることもあります。

ご協力いただき、ありがとうございます。

親子の架け橋一筆啓上「親子の手紙」
【優秀賞】 ３年 大浦 望暉
【優良賞】 １年 庄田 紗香
【佳 作】 １年 竹内 崇馬 ５年 木谷

圭

町青少年健全育成に関する標語
【優秀賞】 ５年 澤井 桃花
【佳 作】 ５年 川幡 我空

町教育奨励賞
６年 橋村 虹泉
５年 中谷 果歩
４年 長尾 想太

５年 中山 礼都
４年 久野 夏希
２年 髙宮
泰

いしかわっ子駅伝交流大会
【３日（火・祝）金沢市西部緑地公園陸上競技場】
予選会を通った２５校のみ出場できる今大会。津幡小
学校は、男女ともに出場することができました。男子チ
ームも女子チームも力走し、男子は２１位・女子は見事
２位入賞を果たしました。更に、女子の部では第１区と
第３区で区間賞（★）を、女子記録会では５位入賞と、
素晴らしい成績を収めることもできました。
翌日、朝の放送で全校児童に結果を報告し、頑張った
１２名の選手たちには大きな拍手が送られました。
【大会参加児童】
〇男子の部
〇女子の部
≪リレー選手≫
≪リレー選手≫
第１区・前田 瞭（６） 第１区・長田 唯愛（６）★
第２区・岩上 凌大（６） 第２区・盛一 真綾（６）
第３区・岡本 泰人（６） 第３区・横川 心愛（６）★
第４区・尾村 絢人（５） 第４区・伊豆 碧海（６）
第５区・角谷 純汰（６） 第５区・橋村 虹泉（６）
≪記録会選手≫
≪記録会選手≫
・山田 周平（６）
・橋本 佳奈（５）

２学期・学校行事の様子
２学期より、町ガイドラインに沿って、感染防止対策をとりながら学校行事を進めています。１１月の教育ウ
ィークでは、いろいろな外部講師の方々を招聘し、生の声を聞かせていただくことで、教室での授業では学ぶこ
とのできない新しい知識や先人の知恵、いろいろな生き方・考え方を学ぶことができました。また、外部の方々
と接することで、礼儀や作法に気づき、身に付ける場ともなりました。お忙しい中、本校の学校教育にご協力い
ただいた関係者の方々に、厚くお礼申し上げます。
また、昼休みの短い時間に制限し、各学年の校内発表会を実施し始めました。全校児童に向けての校内発表は、
相手意識・目的意識を持った活動であり、学年力を向上させる意義ある活動です。発表しているどの学年からも、
最高のパフォーマンスを見せようと、高みをめざしてがんばる姿がたくさん見られました。子ども達のよい姿を
目の当たりにし、改めて「学校行事で育てる」ことの大切さを教職員一同実感しているところです。
感染の終息がいまだ見えない中、寒い冬を迎え、インフルエンザとともにコロナ感染防止対策により一層力を
入れていかなければなりませんが、今後も最大限の配慮をしながら、子ども達にとって最善の教育をしていきた
いと思っています。

３年・学年発表会

４年・学年発表会

３年生（１１月１１日）

４年生（１０月３０日）

１１日（水）昼休み、３年学年発表会を行いまし
た。披露したのは、
「山のポルカ」のリコーダー演
奏と「スマイル」の合唱です。リコーダー講習会か
らまだ数か月にもかかわらず、きれいな音色で演奏
し、合唱では、題名通りのスマイルで歌い、みんな
を笑顔にしてくれました。

１０月３０日（金）昼休み、４年生の器械運動校
内発表会を行いました。今年度、町の器械運動交歓
会は中止となりましたが、例年通りの練習を行い、
上達した技や姿を全校児童に披露しました。見事な
演技に、全校児童からは、大きな拍手が送られまし
た。

４年・郷土史講座

４年生（１１月４日）

４日（水）町の先生６名をお迎えして、郷土史講座を実施しました。
大正１５年に当時老朽化した河合谷小学校の改築費を捻出するため、
村をあげて毎日酒を飲んだつもりで貯金し費用を工面したお話を、紙芝
居を通じて子ども達に伝えてくださいました。子ども達の教育のために
と熱い思いで成し遂げられたこの功績から、子ども達は、希望や思いや
り・誰かのために我慢したり努力したりすることの尊さを学んでいまし
た。学校公開での授業でしたので、保護者の方にも聞いていただき、一
緒に学ぶよい機会となりました。

５年・消費者教室

５年生（１１月６日）

６日（金）県金融広報委員会の伊藤さんをゲストティーチャーに５年生の消費者教育を各教室で行いました。
３１枚のカードの中から選ばれた内容をおこづかい帳に記入していくゲームを通して、お金は使うと減って無
くなることや自分で考え計画を立ててお金を使う大切さを実感しながら学んでいました。

４年・人権講演会

なかよく遊ぼうＤＡＹ

４年生（１１月６日）

児童会活動（１１月１６日）

６日（金）県視覚障がい者協会の米島理事長と米
田副理事長をゲストティーチャーに、４年生の人権
講演会が行われました。事前の学習で質問項目をま
とめてあったこともあり、子ども達は目的意識をも
って積極的に学んでいました。不自由さを克服する
ための様々な工夫について知り、共に生きるために
自分ができることを考えるきっかけを与えていた
だきました。本校児童の学習のために、ご協力本当
にありがとうございました。

１６日（月）昼休みに、全校児童で遊ぶ「なかよ
く遊ぼうＤＡＹ」を実施しました。なかよし班の６
年生が考えた遊びを、どの班も楽しんでいました。
この日はいいお天気に恵まれ、運動場での遊びも、
バッチリ実施できました。制限のある中でも、子ど
も達の笑顔は変わらず、異学年で交流を深めていま
した。

薬物乱用防止教室

就学時健診

６年生（１１月１７日）

新１年生（１１月２０日）

１７日（火）５限目に、津幡警察署の方をお迎え
して、６年生の薬物乱用防止教室がありました。た
ばこが体の成長の妨げになることや飲酒の仕方を
間違えると失敗することを例に挙げながら、パワー
ポイントを使って、社会のルールを守る大切さを教
えていただきました。子ども達は、今日学んだこと
をしっかりと自分の知識とし、正しい判断のできる
大人になりたいと感想を話していました。

２０日（金）午後より、就学時健診を実施しまし
た。密を避けるため時間差受付にしたり、５年児童
による検診引率を保護者の方にご協力をいただい
たりと、感染防止に努めながらの実施でしたが、園
児は親御さんと一緒なので、安心した様子で検査を
受けていました。内科検診と歯科検診では、一林先
生と沖野先生にご協力いただきました。お忙しい
中、ありがとうございました。
保護者説明会では、校長から学校経営方針と「親
学び講座」を、教頭からは学校のきまりについて、
１年学年主任からは入学までの準備について説明
しました。どの保護者の方々も熱心に聞いてくださ
り、心強く思いました。教職員一同、来年のご入学
を心待ちにしています。

《津幡小学校ホームページ》
津幡小学校のホームページをご存知ですか。毎月の「学
校だより」や「保健だより」はもちろん、この紙面で紹介
したような、子ども達の学習の様子や学校行事・児童会活
動を写真等でお伝えしています。パソコンやスマートフォ
ン等のインターネットから津幡小学校と検索していただけ
るとつながります。ぜひ、ご覧ください。

