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１１月に入り、天気の良い朝は、朝日に色づ

いた野山が鮮やかに照らされて、とてもきれい

ですが、「秋の日はつるべ落とし」と言われる

ように、夕方は、あっという間に日が暮れてい

くようになりました。 

２学期も気がつけば、残り１ヶ月あまりとな

りました。子ども達も学習発表会が終わり、ほっ

と一息つきたいところですが、今度は、学期末

に向けて、学習のまとめをしていかなければな

りません。 

これから、今以上に寒さが厳しくなっていき

ます。新型コロナウィルス感染症への対策はも

ちろんですが、風邪などもひかないよう、体調

には十分気をつけて、健康に過ごしてほしいも

のです。 
 

学習発表会 
１１月１２日（土）には学習発表会を行いま

した。保護者の皆様をはじめ、多くの地域の皆

様にもご来校 

いただき、子 

ども達の活躍 

や成長の様子 

を見ていただ 

くことができ 

て、大変うれ 

しく思いまし 

た。 

《オープニング》 

 オープニングでは、 

「すきさすきさ」を 

全校で歌いました。 

この歌、「あいと地 

球と競売人」という 

ミュージカルで歌われる歌です。みんなで楽し

く一生懸命に歌うことができました。 

 

《３・４年生の発表》「田井っ子神楽 ２０２２～山神祭」 

３・４年生 

は、１学期か 

ら総合的な学 

習の時間に深 

野神楽につい 

て学習してき 

ました。神楽や神楽に使われる道具や楽器を見

たり、保存会の方にお話を聞いたりしてきまし

た。その中で、学んだことや感じたことを伝え、

地域の方にご指導いただいた山神祭という演目

の神楽を披露することができました。 

 

《１・２年生の発表》「いのちのまつり」 

１・２年生 

は、生活科で 

これまでの自 

分の成長を振 

り返る学習を 

してきました。 

入学してから、いろいろなことに挑戦し、いろ

いろなことができるようになった１・２年生。

その成果を発表することができました。また、

絵本「いのちのまつり」を読んだり、自分が生

まれたときのことを調べたりして感じた「命の

大切さ」についても伝えることができました。 
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《全校合奏》 

 全校合奏で 

は、「きらき 

ら星」と「ベ 

テルギウス」 

を発表するこ 

とができました。鍵盤ハーモニカに初めて挑戦

する１年生を２年生がリードしながら、これま

で一生懸命練習してきた成果を披露することが

できました。３・４・５・６年生も７名で心を

一つにしながら「ベテルギウス」を演奏するこ

とができました。 

 

《５・６年生の発表》「たたらとＳＤＧｓ」 
 ５・６年生 

は、今年度 

「たたら操業」 

を体験しまし 

た。その中で、 

地域に残る伝 

統や文化としての「たたら」について学び、改

めて自分たちの住む吉田町の素晴らしさに気付

くことができました。発表会では、「ＳＤＧｓ」

をテーマに、自分たちが「たたら操業」を通し

て学び、考えたことを伝えることができました。 

 

《エンディング》 

エンディングで 

は、「田井の秋冬」 

を全校で歌いまし 

た。この歌は、か 

つての田井小の子ども達と先生が作られたオリ

ジナルの曲で、今も歌い続けています。今年度

も、田井の秋冬の風景を心をこめて歌うことが

できました。 

 

昨年度の学習発表会は、コロナ禍のため、地

域の皆様と保護者の皆様を別日に分けてお招き

し開催しました。今年度も、変わらずコロナ禍

ではありましたが、先日のななかまどフェスタ

の開催をはじめ、様々なことが少しずつコロナ

前の日常に戻りつつあること、そして、何より

も、子ども達が、これまでに学習したことや練

習してきたことの成果である精一杯の発表を、

これまでお世話になったより多くの人たちの前

で披露することで、子ども達が、より大きな「自

信」をつけて欲しいという強い気持ちがあり、

地域と保護者の皆様を一緒にお招きすることが

でき大変うれしく思いました。 

地域の皆様には、日頃より子ども達のために

学習支援や環境整備などで大変お世話になって

いますが、子ども達の活躍する姿を観ていただ

くことや学校をご支援いただくことが、地域の

皆様にとっての「楽しみ」や「喜び」、「やり

がい」や「いきがい」となり、お一人おひとり

の「元気の源」の一つになることができていれ

ば、学校としてもうれしい限りです。さらに、

田井地区全体の「元気の源」の一つになること

ができれば、学校としても田井地区の地域づく

りに少しでもお役に立てると思っています。 

また、保護者の皆様には、日頃はもちろんで

すが、今回の発表会を向かえるにあたり、衣装

の準備やセリフの練習、そしてモチベーション

の調整など、本校の先生と連絡を取り合いなが

ら、子ども達を支えていただきました。今後も、

学校と家庭の連携・協働により、子ども達を支

えていけますようお願いします。 

さらに、連携・協働については、地域の皆様

にもご支援いただくことで、「田井の子ども達

一人一人のよりよい育ち」のために、学校と家

庭と地域社会がパートナーとして連携・協働を

深めていけますよう、今後もよろしくお願いし

ます。 

 

発表会終了後、多くの皆様からご意見・ご感

想を頂きました。一部ですが抜粋して裏面のと

おり紹介します。 
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校内ロードレース大会 

昨年度は、 

７月の豪雨災 

害の影響によ 

り回数を減ら 

して実施した 

校内ロードレ 

ース大会ですが、今年度は、例年通り３回実施

する予定にしており、１０月２６日（水）には、

第１回を実施することができました。校内ロー

ドレース大会のねらいは、「目標に向かってね

ばり強くがんばる気持ちを育てる。」ことです。

もちろん、各コースで優勝することやコースレ

コードを出すことも目標になりますが、一番大

事な目標は、少しでも自分の記録を伸ばすこと

です。その意味でも、第１回に全員が参加し、

記録を残せたことは、大変うれしいことでした。

この後続く、第２回、第３回で、少しでも自分

の記録を伸ばせるよう頑張ってほしいと思って

います。 

なお、第１回当日も、たくさんの皆様にご声

援をいただきありがとうございました。 

第２回：１１月２４日（木） 

第３回：１２月１３日（火） 

と予定していますので、変わらず応援いただき

ますようよろしくお願いします。 

 

ななかまどフェスタ 

１０月３０ 

日（日）には、 

３年ぶりにな 

なかまどフェ 

スタが開催さ 

れました。本 

校の子ども達も全員が参加し、合唱「世界を旅

する音楽室」を発表することができました。素

敵な歌声を届けた田井っ子に、会場の皆様から

大きな拍手をいただきました。そして、多くの

人の前で、練習してきたことを出し切る経験は、

一人一人の大きな「自信」になったと思いまし

た。 

◇今回も子どもたちから「元気」を分けてもらいま

した。それぞれの田井っ子の先々を楽しみにして

おります。 

◇全ての発表に感動しました。子ども達の努力と先

生方の指導のたまものだと思います。これからも

子ども達の成長が楽しくなってまいります。少子

化は有りますが、一人一人が頑張っていけば良い

と、今日の学習発表会で実感しました。 

◇感動をありがとう。とても成長を感じました。一

人一人が主役！ 小さい学校の良さを本当に感

じました。たくさんの練習、大変だったね。でも

とても上出来でした。 

◇児童、学校、保護者、地域が一体となっていて、

とても素晴らしいと感じました。 

◇今年の学習の成果がとてもよくわかる発表でし

た。たくさんのお客さんの前で、大きな声で発表

したり、自分の考えたこと、調べたこと、練習し

たことなどをしっかり伝えることができたり、み

んなの成長した姿をみられて、とても嬉しい気持

ちになりました。 

◇少人数でとても考えられた構成、チームワークの

なせる技ですね。神楽、舞も上手でした。でも、

びっくりしたのは、胴太鼓、すばらしかったです

いのちのまつり、泣かされました。たたらとＳＤ

Ｇｓ、環境問題について考えさせられる発表だっ

たと思います。豊かな気持ちになった発表会でし

た。 

◇少人数での発表会、準備とか色々大変な事もある

中で、よくぞ素晴らしい発表、感動です。神楽の

取りくみもいいですね。ずっと残していきたい神

楽、続けてほしいですね。一人一人が主役の発表

会、ＳＤＧｓはこれから皆が考えていかないとい

けませんね。たたらの事も勉強になりました。田

井の秋冬、いつ聞いても、心にひびきます。しみ

ます。 

◇地域の方々に見守られて、大切にされていること

が子ども達に伝わる学習発表会だったのでない

かと思います。校長先生の挨拶のなかにもありま

したが、地域にとっても子ども達が良い刺激にな

り、お互いにとって良い関係だなと改めて思いま

した。 

◇久しぶりに、たくさんの方に見ていただける学習

発表会が開催されたことが本当によかったと思

いました。先生方、指導してくださった地域の皆

様に感謝します。 

◇みんな練習の成果が十分に発揮され、とても良い

学習発表会だったと思います。１年生～６年生ま

で、発表がそれぞれ工夫されていてとても良かっ

たですし、子どもの成長もすごく感じる事が出来

ました。家でも頑張って発表会の練習をしていま

した。来年もより一層成長の感じる発表会にして

もらいたいです。 
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アドベンチャー体験 

 １０月３１ 

日（月）、た 

なべたたらの 

里さんのご招 

待により、全 

校でフォレス 

トアドベンチャーを体験することができまし

た。フォレストアドベンチャーの大原則は、「自

分の安全は自分で守る」だそうですが、まさに

子ども達は、高い樹の上で、自ら安全器具を操

作し、自分で安全を確保して前に進んでいまし

た。安全には心の安全もあるので、いくら身体

の安全は守られていると分かっていても、高い

樹の上にいるという自分の恐怖心と子ども達は

向き合い、折り合いを付けながら一歩一歩進ん

でいく体験は、普段ではなかなかできないもの

となりました。 

 

全校遠足 

 １１月１６ 

日（水）、全 

校で島根原子 

力館と鹿島総 

合運動公園へ遠足に出かけました。原子力館で

は、電気と原子力をはじめとする様々なエネル

ギーについて学んだり、ゲームを楽しんだりす

ることができました。運動公園では、広々とし

た芝生の広場でお弁当やおやつを食べたり、み

んなで一緒に遊んだりしました。少し冷たい風

のある日でしたが、気持ちよく一日を過ごすこ

とができました。 

 

税に関する絵はがきコンクール表彰  

 １１月１６日（水）、景山教育長が来校され、

１０月号でお知らせした、 

税に関する絵はがきコン 

クールの入賞者２名を表 

彰していただきました。 

学校支援ボランティア 
この１ヶ月の間も多くの地域の方に学校に来て

いただき、子ども達の「よりよい成長」を支えて
いただきました。ありがとうございました。 

 

《稲刈り・はでかけ》 

１０月２４日 

（月）には、サ 

ンライス深野の 

みなさんのご指 

導のもと、稲刈 

り・はでかけ体 

験をすることができました。４月の種まきから

始まり、苗の観察、田植え、稲の観察、かかし

立て、稲刈り、はでかけと一連の作業を体験す

ることで、おいしいお米は、たくさんの手間や

時間、経験によって作られていることを学ぶこ

とができました。 
 

《町探検》 

 １・２年生が、生 

活科の学習として町 

探検を行っています。 

この２学期には、９ 

月２９日（木）に上 

山探検を、１０月 

１４日(金)に川手探 

検を、１０月２８日 

(金)に三谷・海谷探 

検を行うことができ 

ました。多くの地域 

の方々のご支援で、 

様々な場所を見学す 

ることができ、たくさん学ぶことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の主な行事予定（～12/3１） 
＜11 月＞ 

28日(月)  計算名人開始(～12/2) 
30日(水) 支援ボランティア(クリスマス飾り) 
      

＜12 月＞ 
5日(月) 第1回体育コーディネーター派遣授業(全校) 
6日(火) 島根県学力調査 
7日(水) 三浦スクールカウンセラー来校 
9日(金) 第2回体育コーディネーター派遣授業(全校) 

個人懇談 
13日(火) 第3回ロードレース 
14日(水) 第3回体育コーディネーター派遣授業(1～4年) 
      支援ボランティア(正月飾り) 
18日(日) うんなん家庭の日 
22日(木)  給食最終日 
23日(金) 終業式 
28日(水)～1月4日(水) 学校閉庁 


