
[1] 

やさしき風が流れ いのち輝く 池田小学校 

令和元年１１月２９日（金）     学校だより「かしわ葉」             第８号 

 

 

 

 

発行：池田町立池田小学校   〒083-0023 池田町字西 3条 7丁目３   電話(572)2664  FAX(572)3292 

 

「自立」をめざして… 

校長  渋 谷  浩  

 

教育基本法の（義務教育）の項には「国民は、その保

護する子に、（中略）普通教育を受けさせる義務を負

う。」とあり、さらに「義務教育として行われる普通教

育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自

立的に生きる基礎を培い、国家及び社会の形成者として

必要とされる基本的な資質を培うことを目的として行わ

れるものとする。」と記されています。 

また、幼児教育では「幼児期の終わりまでに育ってほ

しい姿」が１０個示されました。（「健康な心と体」「自

立心」「協同性」「道徳性・規範意識の芽生え」「社会生

活との関わり」「思考力の芽生え」「自然とのかかわり・

生命尊重」「数量・図形、文字等への関心・感覚」「言葉

による伝え合い」「豊かな感性と表現」の１０） 

そのうち「自立心」では「身近な環境に主体的に関わりいろいろな活動や遊びを生み出す中で、自分

の力で行うために思い巡らしなどして、自分でしなければならないことを自覚して行い、諦めずにやり遂げる

ことで満足感や達成感を味わいながら、自信を持って行動するようになる。」と示されています。 

幼児期、小学校段階で「自立」を目指すことが、非常に重要であることが分かります。（ちなみに、上の

筆文字は「立」という字を、人が立っているように書いてみました。） 

今年の全国学力・学習状況調査（4 月、６年生実施）で池田町は、国語、算数ともに全国平均を下回

っていますが、昨年よりも差が縮まっています（詳細は町広報誌、町教委 HP をご覧ください）。また

学習状況調査からは朝食や睡眠などの生活習慣や規範意識や自尊意識では大変良好な結果が出た一方

で、「自分で計画を立てて勉強する」「物事を最後までやり遂げて、うれしかったことがある」「難しいことでも、

失敗を恐れずに挑戦している」など自立心を問う項目が全国平均よりも低い傾向がみられます。 

考えてみると、人の成長は、とりもなおさず自立への道であり、「生

きる力」は「自立心」と言い換えることができるのではないでしょう

か。幼児教育の「自立心」に書かれていることは、大人になっても大

切なことです。「自分の力で行う」「自分でしなければならないことを

自覚する」「諦めずにやり遂げる」「自信を持って」…。まず私たち大

人が、自立しましょう。そして子どもたちに一歩一歩「自立への道」を示

しましょう。「自分のことを名前で言わない（ぼく・わたし）」「一人で

寝る」「勉強道具を自分でそろえる」「自分の食器を下げる（洗う）」

etc。はじめは一緒に、そして徐々に自立を促す取組を、簡単なこと

から始めていきましょう。 

・つよい心と体をもつ子   【校訓】 

・よく考えやりとげる子 

 ・明るく思いやりのある子 
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 1１月11日（月）3年生が脱穀作業を行いました。 

 「千歯こき」と「唐箕（とうみ）」を使った昔ながらの脱穀を

体験しました。（精米は精米機を使ったそうです。） 

 そして、いよいよ12月には餅にして食べるのだそうです。

田植え、稲刈り、脱穀、精米と一連の作業を学習したうえで「食

べる」味は、一味も二味も違うことでしょう。「日本の米文化」

に触れる貴重な体験が進められていますね。（ちなみに元日の

朝、餅を焼いて雑煮をつくるのは私の仕事です。） 

児童会代表委員会が取り組んだ募金活動、皆様の多く

のご協力により、お陰様でたくさんの募金が寄せられま

した。 

15日に町社会福祉協議会の方へ渡しました。主に町

内の福祉活動に活用されるそうです。ご協力くださった皆さんに、改めてお礼申し上げます。 

 

 

    

 

 

 

 １１月２１日（水）に池田町小学生芸術鑑賞会があ

りました。今年は「学校寄席」。桂米福さん、春風亭べ

ん橋さんの噺家さんお二人が田園ホールに来てくださ

いました。 

 「軽快なリズムでお話しされる落語に、子どもたち

も大爆笑！！ゲラゲラお腹を抱えて笑っている子もい

ました。１年生なのによく話の意味が分かっているな

～と感心しました。さすがプロの話術です。引き込ま

れました。（１年通信）」「少し長い時間だったので心配

していましたが、子どもも大人も楽しめる内容で自然

と話に引き込まれ、あっという間に時間が過ぎまし

た。さすがプロです。落語を生 

で聴く貴重な体験ができました。 

（３年通信）」と大好評でした。 

 子どもと先生の仕草体験もあ 

って、プロの技を伝授されまし 

た。 

 “お笑い”も多 

様な現代ですが、 

日本古来の伝統芸 

能に生で触れる体 

験は、子どもたち 

にとって本当に貴 

重な体験となりま 

した。 

 町内小学校３校の交流学習が、毎年低・中・高の

ブロックで行われています。低・中ブロックの交流

は池小を会場に、すでに終わっています。そして高

学年ブロックが１９日（火）に町総合体育館を会場

にミニバレーで交流を図りました。３校混同の１８

チームを編成して、リーグ戦を展開。全チーム４試

合行いました。ゲームが進むうちにチームワークも

高まり、交流が深 

まりました。中学校 

では共に学び合う仲 

間です。貴重な時間 

となりました。 

 いよいよ冬の到来です。かぜ・インフルエンザの

予防はもとより、冬道での安全、雪山への注意等、

ご家庭での配慮・協力もお願いしなくてはなりませ

ん。 

 また児童送迎の折は北玄関前への乗り入れや、校

舎北側道道での駐停車は避けてください。道道は二車

線ありますが、特に冬道では後続車の車線変更が危

険を招きます。ご面倒でも、東側 

南側の駐車場での乗降をお願いし 

ます。（特別な事情がある場合は 

学校にお伝えください。） 



[3] 

やさしき風が流れ いのち輝く 池田小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-がんばる池小っ子- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

１年（後列）原口裕都さん 佐川瑛心さん 門馬絢心さん 

  （前列）髙橋 渚さん 村上葉琉さん 丹羽育歩さん 

【令和元年１１月２日】 

2019冬のサッカーフェスフェスティバル   

１年生クラス   第3位 

 

★目標(１)学年及び学級を離れ、同好の児童が所属する活動を楽しく豊かにしようとする実践力・想像力を育てる。 

   (２)共通の興味関心を追求する活動を自発的・自治的に行い、自主性と社会性を育て、個性の伸長を図る。 

 上記の目標で行われているのが「クラブ活動」です。本校では４年生以上の児童が「音楽」「科学実験」「コンピュー

ター」「スポーツ」「ダンス」などのクラブに所属し、 

担当の先生方と相談しながら楽しそうに活動していま 

す。そして、先日は3年生が「見学」をしました。先 

輩たちの活動の様子を、あこがれの眼差しで眺めたり、 

一緒に参加させてもらったりしていました。 

 進級の一つのモチベーションになったのではないで 

しょうか。 

（後列）髙橋 湊さん 計良樹己亜さん 多田流星さん 山形涼太さん 

（前列）③村上颯汰さん 丹羽和歩さん 佐々木凛さん 

【令和元年１１月４日】 

2019冬のサッカーフェスフェスティバル   

４年生クラス   優 勝 

（後列）3年 坂井真奈さん 守屋佑亮さん 村上颯汰さん 

（前列）2年 佐々木翔太さん 木奏翔さん 

【令和元年１１月３日】 

2019冬のサッカーフェスフェスティバル   

３年生クラス   第3位 

 

3年生の2月から行ってきたバードハウス教室。6月に
設置し、その後どうなったかを観察してきました。(中略)バ
ードハウスには巣が作られていました。イネ科の草が集め
られていたからニュウナイスズメではないかとのこと。(中
略)おうちに持ち帰った15人の子たちは、お家で観察して
みるといいかもしれませんよ。そして長流枝PA上り線に
5人、下り線に10人の巣箱をお掃除して改めて設置して
きました。3年生にバトンを託します。（4年通信より） 
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１２月の行事予定 

 2日（月）6年租税教室 

 ３日（火）ALT 児童会 池小学校運営協議会 

 ４日（水）３年高島農場見学  

PTA交流研修会「ちぎり絵」 

 ５日（木）４年アイヌ民族学習 

 6日（金）職員会議 

１０日（火）ALT 

１１日（水）評価業務（午前授業） 

１２日（木）評価業務（午前授業） 

１３日（金）評価業務（午前授業） 

１６日（月）交通安全指導（１年生） 

１７日（火）ALT 1年子ども祭り（幼保来校） 

１８日（水）分掌会議 

２５日（水）冬の全校集会 

２６日（木）大掃除 第２学期終業式 「はぐくみ」発行 

２７日（金）～冬休み（～１月２０日） 

よいお年を～ 
２０２０（令和２）年 

１月 ９日（木）学び塾 

１０日（金）学び塾 

   ２１日（火）３学期始業式 

＊校長室の歯磨きセットを見て「お泊りしてる
の？！」って言った子がいた。ふふ、めんこい。も
ちろん、給食後の歯磨き用です。 

＊朝、私が立つ場所は、夏は日が当たり、冬は日陰
だ。残念…。 

＊週末オーバルで仕事をすると、1 ㎏ほど太る。だ
って、お弁当が茶色い豪華弁当?!なんだもの。 

＊30 年ぶりくらいでブラ○スのｱﾌﾀｰｼｪｰﾌﾞﾛｰｼｮﾝを
買ってみた。妻に「昔の床屋さんのにおい」と言わ
れた。うん、確かに昭和の香り。 

＊「髪染めた？」と目ざとく気づく３女。 
＊侍ジャパン頑張りました。でもラグビーほどは世
は盛り上がってはいなかった…。（哀） 

＊侍ジャパン不動の4番と同姓同名が1男にいる。
「今日も頼むぞホームラン！」と声をかけると「ぼ
く野球じゃなくて水泳だよ」って叱られた。 

＊２年生「九九」頑張り中！サンタさん見てるよ～。 
＊転校してきた子は「池田の給食、おいしい」とみん
な言う。うん、本当においしい！ 

＊孫の「お座り」した写真が届いた。お正月には「つ
かまり立ち」か？楽しみだな～～ 

＊「ゆらこ」を買った！乞うご期待！！  （浩） 

【令和元年11月３日】第47回東部十勝少年柔道大会 

（左から）小学生団体の部                  個人3・4年生の部 

 第3位 中島雅斗さん  第3位 大畑璃々愛さん      第3位 石田悠伸さん 

     大畑杏華さん       石田悠伸さん           大畑杏華さん 

                  千嶋拓洋さん 

【令和元年11月９日】 

第8回U-10 ﾌｯﾄｻﾙﾘｰｸ  ゙

ブロック優勝 

湊さん樹己亜さん流星さん涼太さん 

和歩さん颯汰さん凛さん 

【令和元年１０月２２日２７日】 

U-12フットサル交流会 

22日 午後の部 準優勝 

27日 午前の部 準優勝 

（後列左から） 

木響雅さん髙橋新凪さん夏井 蓮さん 

（前列左から） 

丹羽明歩さん 計良心愛さん 

２年 伊藤 芽吹さん 絵画「しょうぼうしゃの絵」  入選  ５年 水上 璃乃さん 工作「ハニワのペン立て」   入選 

４年 長井  充さん 絵画「まきばの家」      入選  ６年 和賀 悠悟さん 工作「わりばシップ」     入選 

４年 大木 祐心さん 工作「卵のからを使ったはり絵」特選  ６年 大西香瑛乃さん ﾃﾞｻﾞｲﾝ「夢の水中王国」    特選 

４年 織本 知夏さん 家庭「草木染め」       佳作  ６年 荒井 美南さん ﾃﾞｻﾞｲﾝ「ワイン城」      入選 

【令和元年11月３日】 

第２６回秋季全十勝小学

生バドミントン鈴蘭大会 

（左）４年以下女子S 

第３位 織本知夏さん 

（右）６年以下男子S 

優 勝 和賀悠悟さん 


