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「自分から」
校長

森 晶子

その１．～「朝の登校見守りをしていると、関内小の子は、元
気よく挨拶をしてくれるけれども、来校者（学校に
来た人）には、挨拶をする人が少なくて､寂しいで
す。」
・・・と、３・4 年生の学級で話す機会があり
ました。次の日、来校者に大きな声で挨拶をする男
子と「あいさつできていたね。
」と笑顔でみつめる
友だちの姿がありました。

1 月 25 日・28 日に、伊達市カーリング協会の皆さん
のご協力のもと､カーリング授業が行われました。昨年は、
暖冬により中止になっていたので、子供たちは、今年度の
実施を楽しみにしていました。力加減がむずかしく、思い
通りに進まないストーンに、一投ごと大きな歓声が上がっ
ていました。整氷や、丁寧な技術指導で子供たちは楽しい
時間を過ごすことが出来ました。ありがとうございまし
た。
よっ

自らの判断で、挨拶をする子供、相手の良さを自ら見つけ、
評価する子供、遊びを自ら工夫して考える子供たち・・・
『主
体的に考え、行動』しています。

・・・なんだかとても難しそうに聞こえますが、キーワード
は『自ら（自分から）
』・・・です。
その１・２のように、日常生活も勉強も受け身ではなく、
『自
分から』主体的に取り組めるよう支援していきます。そして、
それらが、
『自分のためだけ』ではなく、学級や学校､地域のこ
とを考えたものとなるような、視野の広い心を育むよう努力
して参ります。ご支援よろしくお願いいたします。
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「新雪が気持ちよかっ
た。」という前向きな子
供たちの笑顔が、輝いて
いました。
雪かきを思い、うんざ
りしてしまう大人は反
省です・・・。
「寒さを楽しむ」子供の
パワーに脱帽です。
スイスイ

12 火

2 月 15 日（金）、好天の中、スキー遠足を行い楽しい
時間を過ごしました。今年度で大滝中が閉校するため、
最後のスキー遠足となりました。大滝中の先生が関内小
のために昼食会場や荷物置き場を準備して下さいまし
た。午前はＡ～Ｃグループに分かれ歩くスキーを、おい
しいお弁当のあとは、山道に挑戦するグループ・長距離
を楽しむグループ・そりを楽しむグループにわかれて、
存分に楽しみ、思い出深い行事となりました。
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B日課６ｈ
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レディースバレーボール大会
ALT フッ素 重点清掃

卒業式全体練習④（３ｈ）

学級

B日課６ｈ

※金曜日課
重点清掃
卒業式予行練習（２．３ 学級
h） 茶道教室
学級
卒業式全体練習⑤（３ｈ）
卒業式前日準備（５ｈ）
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最後のスキー遠足

３月行事予定

３月の生活のめあて

10 日

その２．～「今日は体育館 でボール遊びが出来ない日で
す。」
・・・そんなときも､何かしら遊びを考えます。
最近は､元気に外で雪遊びをしています。

2020 年、学習指導要領の改訂により、学校教育が大きく
変わろうとしています。今回の改訂では、地域・保護者も学習
指導要領について理解を深め、
「社会に開かれた教育課程」の
もと、学校と共に教育への支援を期待されています。そして、
学校は、
「主体的・対話的で深い学び」となるよう、授業改善
を進めていかねばなりません。
「主体的・対話的で深い学び」とは、
『①学ぶことに興味関
心を持ち、自ら見通しを持って取り組み、学びをふり返り次へ
つなげること。②子供同士、教職員や地域の人、先哲の考えを
手がかりに､自らの考えを広げ深めること。③様々な教科で学
んだ知識・見方・考え方や、精査された情報をもとに､課題解
決や新たな創造に向かうこと。』です。

３月の帰宅時刻は
「１７：００」です。

寒さを楽しむ！～カーリング・歩くスキー授業～
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学級

14:40
15:30

×

11:40

春分の日
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変則3時間授業

学年末休業 ～４月４日（4月5日
ＰＴＡ総会、歓送迎会

始業式・入学式）
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26 火
27 水 連合自治会総会（18：00～）
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～祝 金賞～

★待っています★～一日入学

2月１６日（土）に伊達市小中学生
読書感想文感想画表彰式が、市立図書館
で行われました。関内小
からは、2名が感想画部門で
金賞を受賞しました。
おめでとうございます！
小5個人情報のため割愛させていただきます
山木こはな さん 「しかと手ぬぐい」
小６ 三浦也弥 さん「なみだあふれるねこ」

～１月２９日 学校運営協議会 報告～
1 月 29 日に実施した学校運営協議会（コミュ
ニティ・スクール）では、校長より次年度の学校
経営方針の説明があり、承認されました。保護者
の皆様には、4 月の懇談会でご説明いたします。
また、ＰＴＡ三役にも参加して頂き、学校関係
者評価を実施いたしました。学校評価結果（保護
者アンケート・児童アンケート結果）、学力・体
力の実態を分析し次年度に向けた対策を学校が提
示し、下記のご意見を頂きました。
○担任の学級経営方針を浸透するよう保護者と
の連携強化を
○プリントの質・量を増やし、軌道にのるまで
より具体的な家庭学習指導を
○学校任せではなく、家庭も責任を果たす。
貴重なご意見ありがとうございました。

参観日～多数の参観ありがとうございました
今年度最後の参観日が、2 月 13 日（水）に行われ
ました。たくさんの保護者の方が来校され、子供たち
の学習の様子を参観しました。５・６年は『ありがと
う集会』を催し、自分たちの手作りのケーキを振る舞
っていました。全体懇談会では、次年度の教育課程に
ついての変更点を説明しました。新学期には、あらた
めて子供たちにも説明する予定です。
ご多用の中、参観いた
だき、ありがとうござ
いました。

３・４年授業の様子

2 月 1 日に一日体験入学を行いました。今年度は
7 名の新 1 年生が参加し、2 年生と一緒に、図工の
授業を体験しました。また、豆まき集会も行われ、
『ボク（私）は●●鬼をやっつけるぞ～！』と自分
の心にいる鬼を追い払うよう、自分がすべきことを
発表しました。豆まきのあとは、みんなで豆を食べ、
あとかたづけもしっかり
できました。新入学生の
お世話をする 2 年生は、
頼もしく見えました。

～素敵な伝統～ありがとう貯金
2月から児童会を中心に『ありがとう貯金』を行っていま
す。卒業間近の6年生へ、いろいろな場面で受けた優しさを
思い出しながら、『ありがとうの』メッセージを書いていま
す。学級にはありがとう貯金の箱があり、思いついた「あり
がとう」をそれぞれ記入して投書します。
集まったメッセージは、卒業式に掲示する予定です。
在校生の皆さんも、高学年になったとき、先輩方から学
んだ優しさを後輩へ伝えることと思います。
思い出をたぐり寄せながら、お兄さん、お姉さん達への
感謝の思いを育てる、関内小の素敵な伝統です。

短い間でしたが～ありがとう白戸先生

～地域と共に～
冬季体育大会
2月10日（日）に関内地区の
冬季体育大会が実施され、関内
小の子供たちもたくさん参加し
ました。
自治会ごとにチームに分かれ
て競技をし、子供が競技すると
地域の方から、温かな応援の声
が聞こえてきました。地域の方
々と触れあえる貴重な機会とな
りました。企画運営をされた体
育振興会の皆様に、心より感謝
申し上げます。

いろいろ挑戦！！
2月11日～第46回小中学生将棋大会に
5年の寺澤蒼空君・山下智大君が参加！
2月24日～室蘭ジュニアピアノコンサートに
木幡夏生さん出演！
学校以外の活躍も、是非紹介したいと思いますので、皆
さんからの情報をお待ちしております。

秋田先生のお休みの間の授業のサ
ポートをして下さる、時間講師の白戸
先生が 2 月 27 日でお別れとなりま
した。短い間で、３・4 年生中心のお
つきあいとなりました。どうもありが
とうございました。
短い間でしたが、楽しかったです。
ありがとうございました。
さようなら。

続々と・・・ご協力に感謝します！！
地域の方々から 100 枚以上のタオルや雑巾が集まっ
たことを前回お伝えしましたが、その後さらに 100 枚
以上集まりました。また、冬季体育大会の時に、
「（お裁縫
が得意なので）雑巾を縫いますよ」とお声をかけて頂き
ました。心より感謝いたします。地域の皆様に支えられ
ていることをあらためて実感しました。『○○しますよ』
は随時募集中です。よろしくお願いいたします。

～保護者・児童アンケート結果について～
昨年末にご協力頂きました、学校の教育活動に関し
ての評価をまとめましたので、結果についてお知らせ
いたします。これらの結果を分析し、関係者評価を頂
きながら、次年度に向け、生かして参ります。なお、
個人が特定されるような文章や内容は掲載を控えさせ
て頂きます。

