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 校報 ふれあい 

 

令和５年・２０２３年 
新年が明けました 

～本年もよろしくお願いします～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 旧年中は、本校の教育活動に対しまして、何

かとご理解とご協力をいただき、誠にありがと

うございました。 

年末に積もった雪が残る年明けとなりました

が、冬休み中は穏やかな日が多く、子ども達は、

雪で遊んだり、雪かきなどの手伝いをしたり、

普段会うことの少ない人たちと会う機会があっ

たりと有意義な日々を過ごしたことと思います。 

そのような中で、子ども達は保護者や地域の

皆様の支えにより、３学期への「エネルギー」

を蓄えることができたのではないかと思います。 

 そして、蓄えた「エネルギー」で「よりよい

成長」をしようとする子ども達を、教職員一丸

となって支えていきます。どうぞ、本年も保護

者及び地域の皆様の変わらぬご理解とご支援を

賜りますようよろしくお願いします。 

 

３学期スタート 

冬休みを終え、１月１０日（火）に３学期が

始まりました。残念ながら全校児童１３名全員

そろってスタートとはいきませんでしたが、次

の日には全員が元気な姿を見せてくれ、嬉しく

思いました。始業式では、その態度から、新年

を迎え、心新たに新学期に向かう意欲を感じる

ことができました。このような中、より充実し

た３学期となることを願い、次のような話をし

ました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第３０４号 
Ｒ５．１．２３発行 

    発行者 
雲南市立田井小学校 
校長 井 上  孝 弘 

今日から 3 学期です。 
「1 月は行く」「2 月 
は逃げる」「3 月は去 
る」と言われるように 
3 学期は 1 年の中でも 
1 番短い学期ですが、 
1 年の最後の学期であ 
り、1 年の「まとめ」 
の学期になります。 
では、どのように「まとめ」をすればよいで

しょうか。大事にしてほしいめあては、「やる
気 あふれる」と「自信 あふれる」田井小学
校です。 
４月になると、６年生は中学校へ「進学」し、

１～５年生は一つずつ「進級」します。よりよ
い「進学」「進級」をするためには、小学校や
今の学年で学習することをきちんと身に付けて
「自分の力」にする必要があります。つまり、
１・２学期よりもさらに「やる気」をもって、
あふれるほどの「やる気」で日々の学習を行い、
学習したことを確実に「自分の力」にしてほし
いと思っています。そして、身に付いた「自分
の力」を「自信」にして、その「自信」を積み
重ね、大きく膨らませて、ウサギ年ですので、
大きく「ジャンプ」して、「進学」や「進級」
してほしいと思います。 
最後に、「笑顔 あふれる」田井小学校につ

いては、毎学期同じことを話していますが、新
型コロナウイルス感染症は、まだまだ収まる様
子を見せていませんし、この冬は、インフルエ
ンザも流行していますので、２学期に引き続き、
感染症対策を確実に行ってほしいと思います。 
さらに、「笑顔 あふれる」田井小学校にな

るために、「他の人を大切にする」ことができ
るようにもなってきていますから、「田井小の
子ども達ってほんとに他の人を大切にできるよ
ね」っていろんな人に言われるように、田井小
の伝統の一つになってほしいと思っています。 
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新年の決意発表会 

 １月１３日（金） 

に恒例の「新年の 

決意」発表会を行 

いました。３年生 

以上は、事前に中 

・高学年で発表会をした上で代表者が、低学年

は全員が発表をする予定(計１０名)で前日には

リハーサルも行いました。 

 当日は残念ながら８名の発表となりました

が、それぞれが自分をしっかりと見つめ、自分

なりの決意を堂々と発表することができまし

た。 

 この日の決意を目標や目的を定めたで終わる

ことなく、この決意を実現するために何が必要

なのか、何をすればよいのかを考え、実行して

いくこと、毎日少しずつ積み上げていくことを

期待しています。 

※発表予定者の発表内容については次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

僕の決意 
 僕が今年、生活面で頑張りた 
いことは、早寝、早起きです。 
理由は、僕は学校へ行く日はほ 
とんどお母さんに起こしてもら 
っていて、集合時間に遅れてし 
まう日もあったので今年は早寝、 
早起きができるように頑張ります。そのために寝る準備を早め
に終わらせて、九時には寝れるようにします。 
僕が今年学習面で頑張りたいことは、すぐにあきらめずに頑

張ることです。僕は、これまで難しいとすぐにあきらめてしま
い、いつも「もうやだ」や「やりたくない」と言っていました。
だからすぐに「もうやだ」とか、「やりたくない」と言わない
で頑張ってやりたいです。そのためにぼくは、これからは心を
強くして勉強も頑張るようにしたいです。 
僕が今年、次の学年に向けて頑張りたいことは、六年生を見

習って、みんなをひっぱることです。理由は、もう少しで六年
生なので、僕がちゃんとして、みんなを支えられる人になりた
いからです。そのために六年生がしていることをよく見て、自
分で考えて行動します。 
この三つの決意を忘れず、今年も一年頑張ろうと思います。 

   （５年：陶山 一真） 
 

しんねんのけつい 
 ぼくが、ことしがんばりたいことは、けががないように、す
ごすことです。わけは、けがをしたらやりたかったことができ
なくなるからです。ことしは、しらないところに一人で入らず、
あんぜんなところですごしたいです。 （１年：大島 悠生） 
 

しんねんのけつい 
 ぼくが、ことしがんばりたいことは、かたづけをきちんとす
ることです。わけは、かたづけをすると気もちがいいし、さが
しものもすくなくなるからです。かたづけはにがてだけどがん
ばりたいです。           （１年：金森 遥希） 
 

しんねんのけつい 
 ぼくが、ことしがんばりたいことは、字をていねいにかくこ
とです。わけは、ていねいにかいたら、かっこいいからです。
いそいでいても、字をきれいにかくことをがんばります。 

（１年：陶山 拓真） 
 

しんねんのけつい 
 ぼくが、ことしがんばりたいことは、べんきょうしたことを
わすれないようにおぼえたいです。わけは、一ねん生でならっ
たことをわすれたくないからです。このことをわすれずに、べ
んきょうをがんばりたいとおもいます。（１年：堀江 直輝） 

新年のけつい 
 ぼくが、今年がんばりたいことは二つあります。 
一つ目は、かん字をいっぱいおぼえることです。なぜかとい

うと、かん字がいっぱい書けるようになりたいからです。 
二つ目は、サッカーをがんばりたいです。なぜかというと、

もっとがんばって、しょう来サッカー選手になりたいからです。 
一つ目は、にがてなことをできるようになりたいです。二つ

目は、しょう来のためにがんばりたいです。 
（２年：藤原颯志朗） 
 

新年のけつい 
 ぼくが、今年がんばりたいことは二つあります。 
一つ目は、毎日マラソンをすることです。なぜかというと、

ロードレースのタイムをちぢめたいからです。 
二つ目は、スキーにたくさん行くことです。なぜかというと、

スキーがもっと上手になりたいからです。 
どちらもつづけられるようがんばりたいです。 

（２年：小田 武） 
 

元気に勉強するぞ 
 ぼくが今年がんばりたいことは、三つあります。 
まず、生活面でがんばりたいことは、家に帰った時に、手あ

らいうがいをすることです。なぜかというとまだコロナもは
やっているので、よぼうしようと思ったからです。そのために、
家に帰ったら一番はじめに手あらいうがいをしようと思いま
す。 
次に学習面でがんばりたいことは二つあります。 
一つ目は集中して勉強することです。なぜかというと、四年

生の勉強が気になって、集中して自分の学習ができない時が
あったからです。今年は、集中して自分の勉強ができるように
がんばりたいです。 
二つ目は漢字を書くときは「おれ」に気をつけて書けるよう

にしたいです。なぜかというと、きょ年は、「おれ」の部分を
丸く書いてしまうことがあったからです。今年は、ちゃんと「お
れ」の部分が「まがり」にならないように気をつけたいです。 
今年は、この三つのけついをいしきしてこの一年間すごして

いきたいと思います。        （３年：堀江 将輝） 
 

新年の決意 
 ぼくが今年、がんばりたいことは三つあります。 
ぼくが今年、生活面でがんばりたいことはメディアの時間を

一日三時間にすることです。ぼくは今までゲームやユーチュー
ブを見たりすることにたくさんの時間をつかっていたので勉強
などがあまりできていませんでした。でも、それではだめだと
思いました。勉強やほかのことも色いろやったほうがいいと思
うのでメディアの時間をへらしていこうと思います。 
生活面でがんばりたいことの二つ目は、きらいな食べ物をへ

らすことです。ぼくは、すききらいが多くて給食が食べられな
いことが多くて、時間がたつとおなかがすいて、集中できなかっ
たりします。栄養もかたよってしまうのできらいな野菜なども、
少しずつ食べられるようにしたいです。 
勉強面でがんばりたいことは、帰ったらすぐに宿題をするこ

とです。ぼくは学校から帰ったらすぐにゲームをしてしまって、
宿題をするのがおそくなります。そうするとねる時間もおそく
なってしまうのでゲームをする前に宿題をしようと思います。 
この三つの決意をわすれず、少しずつでも達成できるように

がんばりたいと思います。      （４年：堀江 聖竜） 
 

私が今年がんばること 
 私が今年、生活面で頑張りたいことは、早寝です。理由は、
今まで十時までに布団に入るけれど、寝るのは十時を過ぎてし
まうことがあり、それにより起きるのが遅くなって授業に集中
できないことがあったからです。なので、私はこれから寝る三
十分前にはメディアをやめてすいみんのしつをたかめようと思
います。そして、授業に集中しようと思います。 
次に、学習面で頑張りたいことは、すぐにあきらめないこと

です。理由は、私は授業でわからない事があったらすぐに「わ
からない」と言ってあきらめてしまい、テストの時に解けない
ことがあるからです。なので、私はこれから授業でわからない
ことがあったら先生に聞こうと思います。あきらめずがんばれ
ば、テストでも解ける問題が増えるかもしれないから、がんば
ります。 
そして、中学校に向けて頑張りたいことはテスト勉強です。

理由は、中学校ではテストがすごく多いらしいので、今からテ
スト前にはきちんとテスト勉強をしようと思いました。 
私は、この三つの決意を忘れず、今年も一年頑張ろうと思い

ます。               （６年：和泉 奏美） 
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授業公開日 

 １月１７日（火）は、今年度４回目の授業公

開日でした。 
 

《保健に関する学習の授業公開》 

 授業公開日では、各学級ごとに「保健に関す

る学習」の様子を観てもらいました。 

 

１・２年学級 

『からだの 

せいけつ』を 

テーマに学級 

活動の学習を 

行いました。体の部分の名前を確認して正しい

洗い方やふき方を知ることで、体を清潔にする

ことの大切さや方法を学ぶことができました。 

３・４年学級 

『いろいろ 

な家族の形』 

をテーマに学 

級活動の学習 

を行いました。 

家族の多様性について書かれている多くの絵本

を通して、様々な「家族のあり方」があり、違

いがあって良いことを知ることができました。 

ひまわり学級 

『思春期の 

体の変化』を 

テーマに保健 

体育の学習を 

行いました。 

子どもと大人の体の違いについて考えることな

どで、大人に近づくにつれて、私たちの体の中

や心にどのような変化が起こるか知ることがで

きました。 

５・６年学級 

スクールカ 

ウンセラーの 

三浦尚二先生 

にゲストティ 

ーチャーとし 

て指導いただきながら、『心の健康』をテーマ

に保健体育の学習を行いました。不安やなやみ

があるときに、どうように対処すればよいか自

分なりの考えを持つことができました。 
 

《学校保健委員会》 

授業公開の後、 

保護者及び教職 

員が参加し、学 

校保健委員会を 

行いました。今 

回は、本校のス 

クールカウンセラーである三浦尚二先生を講師

に、「子どもに寄り添うとは～子どもたちの心

身の健やかな成長のために～」と題した講演会

を行うことができました。 

その中で、「子どもに寄り添う」ためには、

その時の子どもの気持ち（内面）を理解するこ

とが必要であること。そして、子どもの内面に

アプローチするためには、①「先ずは、アクテ

ィブリスニング（関心をもって聴く）」、②「感

情や意識の部分を大切にする」、③「普段から

安心して言える関係をつくる」、④「自己決定

の場面を大切にする」ことが大切であると学ぶ

ことができました。 

 

４本柱「スキー学習」 

「吉田中校区で大切にしたい４本柱」の一つ

は、「スキー学習」です。今年度は、１月１９

日（木）に琴引フォレストパークスキー場で全

校スキー学習を実施し、事前には教職員のスキ

ー研修とスキー道具の準備活動を行いました。 
 

《教職員スキー研修》 

 １月６日（金） 

に、若槻 勉さ 

まのご指導のも 

と、本番と同じ 

琴引フォレスト 

パークスキー場 

で行うことができました。子ども達の学習を支

える全ての先生たちが、自分のスキー技術を磨

いたり、事前にスキー場の様子を知れたりする

大変有意義な研修となりました。 
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《スキー道具の準備活動》 

１月１６日 

（月）には、 

全校でスキー 

道具の準備活 

動を行いまし 

た。体育館で 

実際にスキーブーツを履いて歩いたり、スキー

板をつけてマットの上で転んだり歩いたりしま

した。慣れない道具を装着しての動きに四苦八

苦していましたが、週末のスキー学習に向けて、

気持ちを高めることができました。 

 

《全校スキー教室》 

 降雨等によ 

ってスキー場 

の融雪が進み、 

限られたコー 

スとはなりま 

したが、予定 

通りスキー学習を終えることができました。 

今回は、教職員研修でもお世話になった若槻 

勉さまをはじめ、６名の講師の皆様にご指導い

ただきました。また、今回から吉田コミュニテ

ィスクールの活動として、吉田小学校との連携

を深めるために合同で実施しました。 

前半は、慣れないスキーに悪戦苦闘する子ど

も達が多かったのですが、あきらめずに取り組

むことでだんだん慣れてくると、気持ちもスキ

ルも高まっていったようでした。後半になると、

「自信」も付いてきたようで、より「やる気」

をもって楽しそうに取り組む姿がたくさん見ら

れました。また、吉田小との合同により、いつ

もとは違う集団での活動の中で、いつもとは違

う刺激を受けながら学習できたと思いますし、

交流を深める子どもの姿も見られました。一人

一人が大満足できる活動となったと思います。 

全校でスキーを体験できる小規模校の良さと 

ともにその特色を

生かした吉田中校

区の小中一貫教育

の取組【４本柱の取

組】の良さを改めて

実感することがで

きました。 

校内書き初め会 

１月１８日 

（水）には、 

校内書き初め 

会を３年生以 

上が行いまし 

た。今年度は 

三刀屋町の堀江秀幸さまを講師に迎えて行うこ

とができ、年末の練習よりも一段と集中して書

き初めに向かう姿が見られました。１年の始ま

りをより意識し、新年への意欲をより持つこと

ができたのではないかと思いました。 

今回の作品は、県と市の「書き初め展」に出

品する予定にしています。 
 

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。 
 

《門松寄贈》 

 年末には、西村忠明さま、 

松島貞夫さま、堀江邦男さ 

まに立派な門松を作ってい 

ただきました。子ども達が 

心新たに３学期をスタート 

できたのは、始業式の日の 

朝一番に昇降口で立派な門松に出迎えてもらっ

たおかげでもあると思います。 
 

 今後の主な行事予定（～2/28） 
＜1 月＞ 

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（3～6年生） 
27日(金)～2月2日(木)生活習慣作りチャレンジウィーク 

＜2 月＞ 
8日(水) 体育コーディネーター派遣授業(全校) 
9日(木) 一日入学 
10日(金) 新入生説明会(6年:吉田中) 
13日(月) 体育コーディネーター派遣授業(全校) 
13日(月)～19日(日) 家庭学習パワーアップ週間 
19日(日) うんなん家庭の日 
20日(月) お弁当の日 
21日(火) 三浦スクールカウンセラー来校 
22日(水) 授業公開日・学級懇談 

支援ボランティア(卒業飾り) 
24日(金) 吉田小との交流会（1・2年） 
28日(火) 漢字書き名人① 


