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2学期、元気な笑顔でスタートです！ 上風連小学校 校長 佐藤 睦子 

 暑かったり涼しすぎたり寒暖の差が大きいの夏休みでした。酪農家さんの草の作業は天候不順で大変だった

と聞きます。そんな中での 8 月 16 日地域行事「夏だ！まつりだ！上風連！」は、雨天で小学生よさこいは

中止になりましたが、子ども達は太鼓や歌合戦に出演したり、地域の一員として楽しんで参加していました。

先生方も保護者と協力してPTAとしてお好み焼き屋を開き、また巡視を行う等、夏休み中の子ども達の元気

な顔を見ることができました。地域の人達とも交流を深めた有意義な一日となりました。 

そして8月20日（月）は2学期始業式でした。全員の元気な顔が揃いました。1年 

で一番長い２学期です。上風連小学校児童のめざす「強い体、優しい心、考える頭、きま 

りよいくらし」を基に一人一人の2学期の目標を持ち、目標に向かって努力していってほ 

しいと思います。2学期は、地域敬老会、合同マラソン大会、学芸会、研究会など大きな行事がいっぱいです。 

クラスの仲間と協力し合って絆を深めてください。また「読書の秋」「スポーツの秋」 

です。じっくり学習に取り組むとともに、心や体力づくりにも取り組みましょう。 

ご家庭でも子ども達の応援よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ハチに注意 
今年は学校の 
回りでも蜂などの虫
が多いようです。学
校周辺の安全点検も
続けていきますが、
ご家庭でも外に出る
時は十分注意しまし
ょう。 

校内夏休み作品展！( ～８/31 ) 
夏休みの作品は今年も力作 

ぞろいです。工作、手芸、貯 

金箱、観察日記、自由研究、 

大作では机や椅子も。家族の 

助言をもらいながら頑張ったようです。作品は

相互に見合って、全員が必ず友達何人かに感想

を書きます。友達の作品に触れることも感想を

もらうことも、次の作品作りのヒントにつなが

り励みになりますね。次回も楽しみです。 

☆保育所さんも訪問見学☆ 
保育所さんも作品展を見に来ましたよ。「わあ

～すごい！」と絶賛。そして、新しく整理され

た図書室でもくつろいでいき 

ました。畳のスペースができ 

たので小さい子どもも楽しん 

で絵本を読んでいました。 

1・2年生青空読書会 

8月28日（火）、別海町図書館司書さん 

による「青空読書会」がありました。大型絵本やペープサ

ート「おむすびころりん」、びゅんびゅんゴマ作りなど楽し

むことができました。関連の絵本の紹介もあり、これから 

読みたい本ばかりでした。びゅんびゅ 

んゴマは自由に色をつけて回してみる 

ときれいな模様に変身です。コマを上 

手に回すのは皆始めは苦労していまし 

たが、あっという間に回せるようにな

ってきていました。さすが子ども達です。 

☆ビブリオバトル、チャンプ本！☆ 

夏休み中の7月27日に別海町子ども会議で「ビブリオ

バトル」（本の紹介合戦）がありました。町内小中学校１６

校の子ども達がお勧めの本を熱く紹介し合いました。上風連

小学校からは６年生の杉本さん、高桑さん、五石さんが「そ

の計画は秘密です」（すずき出版）と言う絵本を紹介してく

れました。そして、この本が小学校の部で、第１回チャンプ

本（1位）に選ばれました。おめでとうございます！（中学

校の部は上風連中学校が1位）早速学校の図書室に絵本を 

置き、子ども達も楽しく読んで 

います。なお、学校の図書室は 

今畳スペースを開設し皆が本を 

読みたいなと思う空間に改造中 

です。ぜひ立ち寄ってみてください。 

 

NICE TO MEET YOU 

新しい ALT さんが来てく
れました。トリナ・デルフ
ィン・デボーさん、アメリ
カ、ユタ州出身です。マシ
ューさんとともによろしく
お願いします。 
 

よろしく 
お願い 
します 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行 事 予 定 下校バス 

1 土   

2 日   

3 月 
水泳発表会予備日  

就学時検査 
14:30 15:45 

4 火 
給食指導交流 全校朝会  

避難訓練 白鳥号 
14:30 15:45 

5 水 
ふれあい参観日 

（午前中特別日課） 
14:30 15:45 

6 木 フッ化物洗口 ＡＬＴ 14:30 15:45 

7 金 
委員会活動⑩ 局長訪問 

歯科指導（全学年） 
14:30 15:45 

8 土     

9 日 開南地域行事   

10 月 
開南地域行事 クラブ④  

避難訓練予備日 
14:30 15:45 

11 火 
行政出前講座（５・６年） 

プログラミング教育（５・６年） 
14:30 15:45 

12 水 研修日 マラソン試走 14:30 

13 木 
お弁当の日（なかよし）ＡＬＴ 

定例職員会議（特日課）  
14:30 

14 金 
上風連地域敬老会  

フッ化物洗口  
14:30 15:45 

15 土     

16 日     

17 月 敬老の日   

18 火 保小中合同防災訓練  15:10 

19 水 上風連健康マラソン大会 14:30 15:45 

20 木 
フッ化物洗口 ＡＬＴ  

委員会活動 
14:30 15:45 

21 金 給食費集金日 会場作り  14:30 

22 土     

23 日 秋分の日   

24 月 振替休日   

25 火 
学芸会特別時間割開始  

学校経営指導訪問 
14:30 15:45 

26 水  14:30 15:45 

27 木 
別教協（教）（特別日課）  

ＡＬＴ 
12:40 

28 金 
給食指導交流 フッ化物洗口  

視力検査（1・2年） 
14:30 15:45 

29 土    

30 日     

○“ふれあい参観日”があります！ 
 

 ・日程 平成 30年９月 5日（水） 

11時 05分～ ふれあいの時間 

11時 50分～ 給食交流 

12時 50分～ 写真撮影・ 

13時 00分  片付け 昼休み 

13時 20分頃 解散予定 

祖父母や地域の方々に、昔の遊びを教えてい

ただき、また、学校の様子を知っていただきた

いと思います。子ども達は、毎年、このふれあ

い参観日を楽しみにしています。今年も地域の

方々といろいろな場面で触れ合うことができ

たらと思っています。 

○上風連健康マラソン大会 
 

 今年度の上風連健康マラソン大会は下記の通

り実施いたします。 

・日程 平成 30年９月 19日（水） 

10時 30分 開会式 

11時 00分 １～４年生 スタート 

11時 20分 ５、６年生 スタート 

12時 00分 閉会式 

・会場 上風連小学校週辺マラソンコース 

 最後まであきらめないでがんばる子ども達に

声援をお願いします。 

 さて、マラソン大会に向け学年ごとに練習が

始まります。また、12日（水）にはマラソン大

会に向け、全校で試走（マラソンコースの確認）

を行います。当日、力を発揮することができる

よう取り組んでいきます。お子さんの体調管理

の方、よろしくお願いいたします。 

○保小中合同防災訓練について 
 

 今年度は下記の通り実施いたします。 

・日程 平成 30年９月 18日（火） 

14：50～ 地域センターへ避難 

15：00～ 引き渡し開始 

15：10  下校バス 

・内容 地震が起きた時の避難の仕方の確認 

保護者への引き渡し方の確認 

 実際に大地震が起きたときの訓練です。保護者

の皆様には、児童のお迎えをお願いすることにな

ります。ご協力、よろしくお願いいたします。 

○上風連地区敬老会について 
 

 ９月 14 日（金）に行われる上風連地区敬老

会に、今年も全校で参加します。全校合唱と全

校よさこいソーランを披露します。 

○お知らせ上風連酪農協議会様から牛乳消費拡

大活動の一環として交付金をいただいておりま

す。その交付金で８月と９月にアイス提供してい

ただく事になりました。ありがとうございます。 


