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平成２９年度 苫小牧市立若草小学校 学校だより 

平成２９年１０月２６日発行  ＮＯ，７ 

○学校教育目標 

  考える子 思いやりのある子 

やりぬく子  元気な子 

○今月の格言 

明日へ向かう歩みを止めるな 

「学びの成果」としての学習発表会 

校 長  菅 原 寿 昭 

  

１０月２１日（土）、２学期最大の行事である学習発表会は、児童会によるテーマ「輝け ナンバー１！」とい

うテーマを掲げて行なわれました。今年は、「音楽」による表現が２個学年（２年生、５年生）、「劇（音楽劇）」

による表現が、５個学年（１年生、２年生、４年生、６年生、すずらん学級）でした。どの学年も、これまでの

自分たちの「学び」を、この学習発表会に「発揮」しておりました。 

当日の挨拶でも触れましたが、「学習発表会」のねらいは、「これまでの学習の成果を、自分たちで確認し他の

方々に表現する。」というものです。ですから、１年生は、４月からこの日までの、６年生は、１年生の４月から

この日までの、いろいろな「学習（学び）の成果」を発表することです。そして、６年生は、小学校生活最後と

なる「学習発表会」です。そうです。そのとおりです。しかし、「学び」は学校で行う勉強や生活だけではないの

です。小学校に入学して、初めて、体系的に「教科」として「知識・技能」などを学んでいきます。しかし、そ

れは、生まれてから入学するまでに、様々な場面や相手との関わりをとおして身に付けてきた「生きる力」を基

本としているのです。 

家庭という場の中で「家族」という関係で育まれ、身に付けた「力」をもって、保育園や幼稚園という「集団

生活」へ進み、更に、同年代や異年齢の集団或いは父母や親戚とは異なる立場の「大人」との関係の中で、いろ

いろな体験を行い経験として積み重ね、新たな「力」としてパワーアップして、小学校へ入学します。そして、「学

習を中心とした集団生活」を行うのです。このように考えると、「学習の成果」として発表した「音楽」や「劇」

は、子ども達にとっては、生まれてからこの日までに身に付けた「力」の集大成といえます。ですから、「自分も、

まんざらすてたもんじゃない。」「わたしって、けっこう、できる。」と子ども達は実感し、私たち大人は、子ども

の成長を目の当たりにして「感動」するのではないでしょうか。 

今年の演目を見てみると、「音楽」という領域でとらえられる内容でも、「思いを語る言語活動」がどの学年に

も随所に見られました。「劇」という一見すると「国語」としてとらえられるものでも、「社会科」や「道徳科」

の内容を「劇化して」表現したり、ロールプレイ（役割演技）によって、よりよい生き方を求めたり、いつもと

は全く異なる雰囲気でも、自分の気持ちや行動を表現するなど、日常の学習の成果の発表としてとらえてみても、

十分に素晴らしいものでした。 

学習発表会の練習期間中、保護者の方々には、健康面や精神面で多くのサポートをいただきました。また、地

域の方々には、温かい見守りのまなざしと励ましのお言葉を戴き、子ども達の背中を押してくださっております。

今後とも、よろしくお願いいたします。皆様のサポートと子ども達の頑張りに大きな拍手を送ります。ありがと

うございました。 

 

【１１月の行事予定】 

 

１日（水）ＡＬＴ来校④、ほうかごステップアップ教室 

     5年学年レク（6校時） 

２日（木）フッ化物洗口、すずらん合同学習 

３日（金）（文化の日） 

６日（月）クラブ（反省） 

７日（火）1年給食試食会・学年レク（5校時） 

８日（水）清掃カット日課、午前授業（給食あり） 

苫教研研究大会（15時まで家庭学習） 

９日（木）フッ化物洗口 

１０日（金）チャレンジタイム②、ＡＬＴ来校⑤ 

清掃カット日課 

１４日（火）４年人権教室（５校時）、６年学年レク（６校時） 

１５日（水）５年カルビー教室（３．４校時）、ほうかごステ

ップアップ教室 

１６日（木）フッ化物洗口、６-１中学校体験、 

６-２のみ５時間授業（金曜日と日課入れ替え） 

１７日（金）６-２中学校体験、ＡＬＴ来校⑥ 

２０日（月）児童会⑩、ＰＴＡ臨時総会（１８:００） 

２１日（火）６年租税教室（３校時） 

２２日（水）食に関する指導（４，６年）、ほうかごステップ

アップ教室 

２３日（木）（勤労感謝の日） 

２４日（金）チャレンジタイム③、ＡＬＴ来校⑦ 

      清掃カット日課 

２７日（月）参観日（高学年）、ほうかごステップアップ教室 

２８日（火）参観日（中学年） 

３０日（木）参観日（低学年・すずらん） 

      フッ化物洗口 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

【１０月のコーヒータイム】 

○学校花壇づくりでお世話になっております恵比寿会様より、現金１０，０００円

を寄贈いただきました。学校環境保全に活用させていただきます。 

各種コンクールに多数入選！ 

○平成２９年度苫小牧市民文化祭小中学生書道展 

 【市長賞】 ５－２ 遠藤菜々花  

【特 選】 ４－１ 石田 乃衣  ４－１ 藤田 凜  ４－２ 磯﨑 優羽  

５－２ 佐々木寧音 ６－２ 成澤 心愛 ６－１ 髙木 緒珠 

【金 賞】 ３－１ 津山 隼人 ３－１ 平舘 楓  ３－２ 沢口 紗希 

     ３－２ 蕪木 仁  ４－２ 谷島 煌平  

５－１ 下道 快音 ５－１ 佐藤 舞  

    ６－１ 佐々木来夢 ６－２ 磯﨑 望愛 

〇第５２回夏休み読書感想文コンクール 

 【低学年の部 最優秀賞】 ２－１ 佐藤 瞭真 

 【低学年の部 入  選】 ２－１ 渡邊 綾乃 

○第４５回夏休み読書感想画コンクール 

【入 選】 ４－１ 石田 乃衣 

 〇第６９回市民文化祭俳句大会 

  【教 育 長 賞】４－１須藤 綜太「流れ星 月といっしょに おにごっこ」 

  【市 長 賞】  ５－１中野 康介「散歩道 若葉のトンネル くぐりゆく」 

 【北海道新聞社賞】５－２加賀谷希颯「湖に うつる花火は 宝石だ」 

 【苫小牧民報社賞】５－２菅原 璃那「大の字に 入道雲を 見上げるよ」 

 

 

学習発表会 ～一人ひとりが輝きました！～ 

１０月２１日の学習発表会保護者公開日には多くの保護者・来賓の皆様にご参観い

ただき、ありがとうございました。今年度のテーマは「輝けナンバー１！」です。皆

がいい顔で当日の発表に臨むことができるよう、練習を重ねてきました。本番では、

全校児童全員がその子なりのよさを十分発揮し、最高の発表会になりました。来賓の

皆様方にも「元気をもらいました。」「心があたたかくなり感動しました。」とのお

声をいただきました。保護者の皆様方には衣装・体調管理等でご協力いただきありが

とうございました。 

マラソン大会、今年も最後までがんばる！ 

今年も日々の練習の成果を発揮する場であるマラソン大会が９

月２０日、多数の保護者が見守る中で開催されました。子ども達

は力いっぱい走り抜きました。応援ありがとうございました。 

【各学年の１位】 

       男子          女子 

○１年  橋爪謙太朗（4 分 39 秒） 三浦 百葉（4 分 42 秒） 

○２年  佐藤 瞭真（4 分 26 秒） 山本 蒼依（4 分 47 秒） 

○３年  杉山 市龍（5 分 57 秒） 蛯澤 実怜（7 分 2 秒） 

○４年  山本 紘鳳（5 分 55 秒） 藤井 里佳（6 分 21 秒） 

○５年  貝田 朝陽（7 分 25 秒） 長谷川 翼（8 分 6 秒） 

○６年  河原 雷竜（8 分 19 秒） 小泉 咲良（7 分 31 秒） 

 

  
ふくしの学習開催！ 

 10月 24日には 3年生 

が総合学習の一環として 

聴覚障がいの方をお招き 

して耳の不自由な方々へ 

の理解を深めました。 

  

後期児童会役員決定！ 

後期児童会任命式が行われ、早くも児童会・各委員会 

の活動を始めています。あいさつ運動のかいがあって、 

来校のお客様から「あいさつがよいですね」と褒められ 

るようになりました。 

【児童会役員】  

○児童会長 髙木 緒珠（６－１） 

○副会長  細川 麻帆（６－１）、小松 紫音（５－２） 

○書 記  伊豫部樹希（６－２）、木村 若奈（６－２）、佐藤 舞（５－１） 

【専門委員長】 

○学級委員長 島倉 眞幸（６－１）  ○生活委員長 髙橋 鋭次（６－１） 

○放送委員長 石澤 颯太（６－１）  ○図書委員長 成澤 心愛（６－２） 

○保体委員長 藤田のえる（６－２）  ○文化委員長 安藤 咲哉（６－１） 

ＡＬＴ来校！ 

 今年もロバートが 

来てくれています。 

12 月まで 10 回に渡り 

来校し、英語を教えて 

くれます。 

苫東中にて漢検実施 

若草より 35 名受験！ 


