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 校報 ふれあい 

     

１２月 ２学期終了！ 
 

 
 
 
 
 
 
 

～２０２２・お世話になりました～ 

 
予報されている大雪への備えのため、１２月

２３日（金）を臨時休業としましたが、２学期

は、８月２６日（金）の始業式から数えて７９

日間、季節もいつしか夏から秋、秋から冬へと

移り行く中で、子ども達は、豊かな「学び」を

通して「自信」をふくらませ、「成長」してい

く姿をしっかりと見せてくれました。 

特に、１１月の「学習発表会」は、多くの保

護者や地域の皆様の前で、これまでの「学び」

の成果をしっかりと発表することができ、大き

な拍手をいただくことで、大きな「自信」になっ

たと思います。その他にも、雲南市小学校陸上

競技大会やななかまどフェスタ、全校バス遠足、

校内ロードレース大会、保小中交流活動、各種

コンクール、そして日々の学校生活等の中で、

子ども達は、積み上げてきた自分の力をしっか

りと発揮することで、少しずつ「自信」も積み

重ねていくことができたと思います。 

終業式に担任から配ります「のびゆく子」を

通して、どうかご家庭でも、子ども達の積み上

げてきた「学び」と「自信」を感じていただき、

「成長」したことを大いに褒めていただきます

ようお願いします。 

そして、今学期は新型コロナウイルス感染症

の影響を受けることがあり、全員での終業式と

はならず残念でしたが、大きな事故等もなく、

終業式を迎えられたことは本当に嬉しく思いま

す。改めて、保護者や地域の皆様の温かなご理

解とご支援に感謝する次第です。ありがとうご

ざいました。 

さて、いよいよ、子ども達も楽しみにしてい

る冬休みに入ります。冬休み前に学校や家庭で

確認した「令和４年度 冬休みのしおり」のと

おり、「生活リズム、めあて、健康・安全」に

心がけ、充実した楽しい冬休みを過ごしてくだ

さい。「冬休みのしおり」については、本号に

も掲載しております。地域の方にも確認いただ

き、子ども達に声がけしていただければ、さら

によりよい冬休みになると思います。よろしく

お願いします。 

皆様、よいお年をお迎えください。 

 

校内ロードレース大会 

 １２月１３日（火）に今年度最後の校内ロー

ドレース大会を行いました。 

 １１月２４日（木）に予定していた第２回は

雨天のため中止となり、今年度も２回の実施と

なりました。今回は、全員参加はできませんで

したが、２回を通して、全員が全力で走りきり、

記録を残すことができたことは、一つの「自信」

になったと思います。そして、昨年度や１回目

の自分の記録を更新することができたり、「コ

ースレコード」として下記の子ども達が記録を

残すことができたりし、「自信」を深めること

ができた子ども達もたくさんいました。来年度

も、自分の記録などをめあてとしてさらに意欲

的に取り組んでくれることを期待しています。 

 当日は、たくさんの皆様にご声援いただきあ

りがとうございました。 

＜コースレコード＞ 

◆低学年コース（約６００ｍ） ：２年 藤原颯志朗さん ２分１６秒 

◆中学年コース（約１０００ｍ）：４年 大谷 晴哉さん ４分４１秒 
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校内研究 

１２月２日 

（金）には５・ 

６年学級が研究 

授業を行いまし 

た。 
 

《研究授業（5・6 年算数）》 

今回は、５年生が単元『ならした大きさを考

えよう（平均）』の中で、「平均の考え方を用

いて筋道立てて考え、クリア得点を決める。」

ことをねらいに、６年生が単元『データの特ち

ょうを調べて判断しよう（データの調べ方）』

の中で、「データの散らばりの様子を確かめた

り、代表値同士を比べたりしてクリア得点を決

める。」ことをねらいにして行われました。 

５・６年生の算数の授業は、学年ごとの内容

を学習するので交わることはほとんどありませ

ん。しかし、今回は「クリア得点を決める」と

いう同じ課題をもとに交流する場面を設定した

ものでしたので、子ども達はより多くの他者の

考えや様々な情報を取り入れることができ、刺

激を受けているようでした。 

また、問題の解決の見通しを持つための「今

日のカギ」を確認しながら、子ども達一人一人

が問題を粘り強く自力で解決する姿に「成長」

を感じることができました。 

 

こんな学校に～その後～ 
７月の全校 

集会で、委員 

会から「今年 

度、田井小学 

校をこんな学 

校にしていき 

たい」というお知らせがあり、３つのグループ

に分かれて活動すると話してくれました。その

後、自分たちの学校生活を自分たちの力でより

良くしていく取組が数多く見られましたので、

紹介します。 

【にこにこグループ】 

  

 

にこにこグループは 7月と 12月に「バース

デー集会」を行いました。友だちや家族からの

心温まるメッセージでみんなが気持ちよくなれ

る会になりました。また、2学期の昼休みには、

外で遊ぶことが少なくなっていたので、全校で

の外遊びを企画し行いました。 

【さわきれグループ】 

 

 

 

 

 
  

 
さわきれグルー 

プは１１月に「田 

井小ピッカピカチ 

ーム対抗掃除リレ 

ー」を行いました。 

清掃を真面目に取 

り組む子どもが多い本校ですが、ますます意欲

的かつ上手に取り組めるようになるよい機会と

なりました。 

【けんこうグループ】 

 

 

 

 

 

 
  

けんこうグル 

ープは１学期末 

に「朝の手洗い 

チェックボード」 

を作成し、毎朝 

確認しながら、 

朝の放送で手洗いを全校に呼びかけていまし

た。昇降口の体温計のそばに手洗いを促すポス

ターも掲示することができました。全校の手洗

いへの意識がずいぶん高まったと思います。 

 

 まだまだ未実施の計画もあるようです。3 学

期の活動も期待して見守りたいと思います。 

私たちは掃除が上手にできる田井小学校にしたい
です。そして、みんなが掃除を上手になることを目
指します。みんなが掃除が上手くできるようにする
ためにゲームをしようと考えました。ゲームは、こ
れで田井小ピッカピカチーム対抗掃除リレーを考え
ました。いつやるか決まってから伝えるので、それ
まで掃除の時間に一生懸命掃除をしてぞうきんやほ
うきが上手くできるようにしておいてください。み
んなでしっかり掃除をして田井小学校をきれいにし
ていきましょう。 

私たちは、皆が楽しく学校生活を送れるようにす
るために遊びを考えたり、バースデー集会でみんな
で祝ったり、みんなの良いところを募集して紹介し
たりしたいと思っています。 

私たちは、あいさつがきちんとできる田井小学校
にしたいです。そして、みんなが健康に過ごせるこ
とを目指します。手洗い、うがいをみんながきちん
とできているかを確認できるようにしたいと思いま
した。そこで、皆さんにお願いがあります。朝の手
洗いの階段前の掲示板に１３個のマグネットをはっ
ておきます。朝手洗いをしたら、好きなマグネット
を反対にしてください。毎朝、健康チームの人が確
認します。そして、朝の放送で呼びかけをします。
みんなできちんと手洗いうがいをして、健康に過ご
しましょう。 

12/15バースデー集会 
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ニホンザル学習会 

 １２月２０日 

（火）には、島 

根県東部農林水 

産振興センター 

雲南事務所の鳥 

獣専門指導員さ 

んに来校いただき、ニホンザル学習会を行い、

全校で「サルってどんな動物なのか」「サルに

出会った時はどうしら良いのか」学ぶことがで

きました。特に、サルに出会った時には、①騒

がない ②近寄らない ③目を合わせない ④

静かにその場を離れる ⑤家族や先生に知らせ

ると教えてもらいましたので、しっかりと実践

してほしいと思っています。 

 

今月もご支援ありがとうございました 
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。 

 

《クリスマスツリーづくり》 

 １１月２９日（火）に 

は、毎年お世話になって 

いるクリスマスツリーの 

設置を河島利治さまにし 

ていただきました。その 

後、子ども達で飾り付け 

をすることができました。 
 

《しめ縄づくり》 
 １２月１５ 

日（木）には、 

６名の方のご 

指導のもと、 

３～６年生が 

しめ縄づくり 

を体験するこ 

とができました。子ども達は、マンツーマンで

丁寧に作り方を教わり、出来栄えにとても満足

そうな表情を浮かべていました。恒例となって

いる活動なので、慣れた様子で作業する子ども

達の姿もあり、受け継がれていく伝統と地域の

皆様のご支援によって積み上げていく子ども達

の「自信」を感じることもできました。 

入賞おめでとう 

《雲南市小中学校図画作品展》 

◆県入選 

 １年 堀江 直輝さん ４年 大谷 晴哉さん 

 ５年 陶山 一真さん 

◆市入選 

１年 金森 遥希さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の主な行事予定（～1/31） 
＜12 月＞ 

28日(水)～31日(土) 学校閉庁 

＜1 月＞ 

1日(日)～4日(水) 学校閉庁 

10日(火) 始業式  

11日(水) 給食開始  

13日(金)  新年の決意発表会 

15日(日) うんなん家庭の日 

17日(火) 授業公開日 学校保健委員会 

三浦スクールカウンセラー来校 

18日(水) 書き初め会 

19日(木) スキー学習(琴引スキー場) 

25日(水) 支援ボランティア(豆入れ作り) 

27日(金) 英検Jr.受験日 

生活習慣作りチャレンジウィーク【～2月2日(木)】 

お知らせ～ホームページ更新～ 

今年度もホームページを更新し、日々の学校

の様子を簡単にお伝えしています。 

校報よりも写真は見やすいですので、たくさ

んの方にご覧に頂けると嬉しいです。「雲南市

立田井小学校」で検索し、ぜひご覧ください。 
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令和４年度  冬  休  み  の  し  お  り 

               雲南市立田井小学校 

冬休みのめあて  

１． 元気よく気持ちのよいあいさつをしよう。 

２． 進んで学習したり体をきたえたりしよう。 

３． メディアと上手につきあい、きそく正しい生活をしよう 

４． 家族の一員として進んで手伝いをしよう。  

 

☆生活（生活のリズムを守ろう）      

○ 朝９時３０分までは家にいて、学習や手伝いをしよう。 

（「冬休みの子どもの居場所」に参加する日はその予定に合わせましょう。） 

 ○ 元気のよいあいさつをしよう。 

 ○  出かける時は、家の人に「行き先・用事・帰る時刻」を知らせよう。 

○ お年玉の使い方は、家の人と相談しよう。 

 ○ 危ない遊び（火遊びなど）はしません。雪が多く積もった時の過ごし方に注意しよう。 

 ○ 友達の家には泊まりません。 

○ ケアポートや交流センターなどの公共施設では、人の迷惑になることはしません。 

○ テレビやゲームの時間を決め、長くならないようにしよう。 

○ 買い食いや食べ歩き、おごり合いはしません。 

○ 大人のいない家に集まって遊びません。 

○ 校区外へ子どもだけで行ってはいけません。 

 

＜雲南市小中学校共通のきまり＞ 
□ 遊技場（ゲームセンター、ゲームコーナー、カラオケボックスなど）へは児童だけでは行きません。 

※ 本校では、ゲームセンターは、大人と一緒でも行かないきまりになっています。 

□ 用事がないのに大型商業施設には、児童だけで入りません。 

□ 小学生は夕方5時までに帰宅します。 

 

☆学習（めあてを決めてがんばろう） 

○ 宿題は計画的に行おう。 

 ○ 学習のめあてを決めて、進んで勉強をしよう。 

 

☆健康・安全（大切な命を守ろう） 

 ○ 交通ルールを守ろう。 

・ 整備された自転車で、乗る場所を考えて乗ろう。 

・ 急なとび出しはやめよう。 

・ 自転車に乗るときのきまりを守ろう。〈田井小「くらしのしおり」より〉 

◇ １，２年生は、家のまわりで家の人の目が届く範囲で乗りましょう。 

◇ 自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用します。 

危ないところ  国道314号、校区外、トンネル、発電所上の坂、 

旧ガソリンスタンドの後ろの道、上山への坂 

 ○ 見知らぬ人のさそいには、絶対のりません。 

〇 危険だと感じた時は、大声で助けを呼び、すぐ逃げよう。（きょ・う・は・いか・の・お・すし） 

・ 近くの家や「SOSの家」に助けを求めよう。できるなら不審者の車のナンバーや特徴などを
覚えてすぐにお家の人に話をし、警察や学校に連絡してもらおう。 

 〇 虫歯などの治療は、休み中にしよう。 

○ 校区内の危険箇所のプリントを見て、危険な所に近づかないよう気をつけよう。 

○ サルやクマ、イノシシなどの野生動物に気をつけよう。 

○ 新型コロナウイルス感染予防対策に努めながら生活しよう。 

 

※ 保護者の皆さんへ 

 このしおりは、冬休みの生活のめやすとなるものです。お子さんと話し合いの時間を持って計画を
立て、楽しい冬休みが過ごせるよう願っています。 


