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キャベツの音
校長
森 晶子
みなさんは、
「キャベツから音が出る」事をご存じでしょうか。
関内地区連合自治会の方々とお話をする機会があり、「キャベツ
畑では、キャベツが割れる音がする。そのときのキャベツが一番
おいしい。
」と聞き、びっくりすると同時に、
「その瞬間を見たい！
その音を聞きたい！割れた瞬間のキャベツを食べてみたい！」と
強く思いました。驚きと同時に興味関心がわき上がる感覚、子ど
もたちにもそういう瞬間を多く味わって欲しいと思います。日々
の授業で、知的好奇心を刺激し、意欲的に学び、確かな学力を身
につける事を、学校は目指さねばなりません。
現在、教育課程検討委員会を中心に、次年度に向けた教育課程
について協議を進めています。本校は､特認校の特色ある教育と
して、体験活動からの学びを重視しています。しかし、それが授
業時数を含め、日常の教育活動を圧迫していることも事実です。
昨年度より教育課程の見直しを進め対応してきましたが、次年度
は、３年生以上の外国語活動・外国語の授業時数が、さらに２０
時間増加します。また、自然災害やインフルエンザなどの臨休に
対応する時数確保も課題であり、さらなる抜本的な見直しが必要
です。
◎落ち着いた学習に取り組む環境の整備と学力向上
◎関内小の良さを生かした、
特認校としての特色ある学校づくり
◎新学習指導要領に対応した教育課程と時数の確保
◎働き方改革→教材研究・会議・研修の時間確保

これらを念頭に置き、週時程の変更（６時間目を増やす）、日
課の変更・チャレンジタイムの持ち方の工夫、掃除やクラブ、行
事の規模や在り方等を検討しています。CS でのご意見や、伊達
市としての方向性を確認しながら決定し、３学期の懇談会にて詳
細を説明させて頂く予定です。
さて、今年も残りわずかとなりました。学校は、各種調査結果、
教職員の自己評価、児童・保護者アンケート等をもとに、今年度
の成果と課題を検証し、次年度に生かしより良い教育活動を目指
して参ります。今年も保護者・地域の皆様にたくさんのご支援ご
協力をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。
みなさまにとって、来年も素晴らしい年になりますように。

１月行事予定

＊ 亘理の味と香り ＊
１月の生活のめあて

今年も宮城県亘理町の中澤さんからリンゴが送られてきまし
た。子どもたちからお礼の手紙を書きましたが、中澤さんも子
どもたちの手紙をとても楽しみにしていらっしゃるようです。
ここで、りんごに添えられていた中澤さんのお手紙をご紹介し
ます。
関内小学校の皆さんこんにちは。私はりんごのおじさん
の中澤です。
今年も残すところあとわずかとなりました。関内小学校
の皆さんには勉強、運動に元気で頑張っていることと思い
ます。
さて、毎年 12 月になると亘理の香りのするりんごを送
るのを楽しみにしております。
（ふじというりんごです。）
皆さんも楽しんでおいしく食べてください。
関内小学校は一時生徒数が少なくなり心配しましたが、
特認校に指定されてから、生徒数が毎年増えてきて安心し
ております。昨年は、41 名の生徒さんから心のこもった作
文、又、りんごを持った笑顔の写真を送っていただき、本
当に嬉しかったです。
もうすぐ冬休みですね。風邪をひかないよう、楽しい冬
休みにしてください。
関内小学校の皆さまへ
りんごのおじさん
中澤 稔 より

～「もちつき大会」へのご参加、ご協力
ありがとうございました～
１日（土）の「もちつき大会」では、子どもたちを含め
９０名ほどが参加され、盛大にもちつきを行うことができま
した。
来年度入学する子どもたちをはじ
め、特認を希望する方も参加され、
おもちをついたり、丸めたりして
楽しく活動する様子が見られまし
た。会食の際には「やわらかくて
おいしいね」という感想も聞こえ、
大成功の「もちつき大会」となり
ました。PTA に皆様のご尽力の賜物だと考えております。
心より感謝申し上げます。

心のこもった仕事ができる。
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１月の帰宅時刻は
「１６：００」です。

行事

冬季休業 元日
年始休暇
年始休暇
冬季閉庁日

下校

年始休暇

伊達市成人式
成人の日
PTA拡大役員会（18：30～）

市Ｐ連新春交礼会
３学期始業式（６ｈ）
給食開始 下校指導
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～わかば会との交流～
第４回「学校運営協議会」開催
１１月２６日（月）に、第４回学校運営協議会が行
われました。今回は、学校支援活動やいじめ調査結
果、学校評価、次年度の教育課程について、防災につ
いて話し合われました。特に、前回の協議会で「関内
の良さを残しながらも教育課程・教育活動の抜本的な
見直しも必要ではないか。」というご意見をいただい
たことをうけ、次年度の教育課
程について、熟議がされました。

12月６日（木）に第2学年が、
体育館で、わかば会との交流を行
いました。学校以外の様々な方と
ふれあい体験的に学ぶことをねら
った学習です。多少緊張しながら、
楽しくゲートボールの体験なども
させていただきました。ご協力い
ただいたわかば会の皆様には、心
より感謝申し上げます。

～「図書ボランティア」による活動～
協議の内容
〇学校運営について
・学校支援活動について
→地域に協力をお願いするときは、チラ
シによる回覧などを使用してもよい。
・学校評価について
→道徳性の伸長は本来家庭がやるべき内
容である。
〇次年度の教育課程について
→確かな学力を身に付けるための時数確保の
ため、各種行事における、種目削減を含め
た内容変更は必要である。
→「だて学」は新しいことにとりくむのでは
なく、今行っていることを基盤とする。
〇防災について
→非常災害の備蓄等について、関内体育振興
会に協力をお願いする。
〇田園地区の雨天時の道路状況について
→それぞれの立場で危険性を訴えていく。
※次回の学校運営協議会は
平成 31 年 1 月 29 日（火）18：30～
の予定です。

11 月１４日、１２月５日
に、図書ボランティアによる活
動が行われました。今回も昨年
度と同様、学校支援ボランティ
アの一つである図書ボランティ
アとして登録いただいた方を中
心に集まっていただきました。スムーズな作業の結果、３
回予定をしていたところ、２回で終了いたしました。ご協
力いただいた市毛さん、佐藤さん、米丸さん、丸子さん、
寺澤さん、ありがとうございました。

～赤い羽根募金
ありがとうございました～
児童会が中心となって
今年も行った赤い羽根募
金へのご協力、誠にあり
がとうございました。
1645円の皆様の善意
を12月５日に社会福祉協
議会へ届けることができ
ました。ご支援心より感
謝いたします。

～租税教室～
12月２０日（木）5.6年対象の租税教室が行われました。
室蘭税務署の方をお招きし、税の使われ方等を学習するこ
とができました。普段はあまり意識しない税金ですが、無
くてはならないものということを実感した学習でした。

～北海道子ども相談支援センター窓口について～
北海道教育委員会では、
子どもたちが学校生活から
離れ、家庭中心の生活とな
る長期休業期間や進学や進
級を控えた年度末の時期に、
学校生活等に関する不安や
悩みを相談できるよう児童
及び保護者に「相談支援セ
ンター」の相談窓口を開設
しておりますので、ここで
お知らせいたします。

冬の事故にお気をつけください
学校でも指導していますが、今一度ご確認ください。
・横断歩道を渡るときは、信号が青でも車が止まってから
渡りましょう。
・道路の近くや駐車場など、車の危険がある場所では、雪遊
びは絶対にいけません。
・除雪などでたまった雪山に登ることも大変危険です。
・雪が積もっている屋根の下や、つららが下がっている場
所も危険です。
※詳しくは「関内小冬休みのきまり」をご覧ください

始業式は 1 月 2１日（月）です。
1 月 21 日（月）には始業式の他に、休み明け下校指導がありま
す。下校時刻は 15：20 分です。当日は、学校までのお迎えを、な
るべくご遠慮いただくようお願いいたします。

