
 

上風連小学校 校訓 『 つよい体・やさしい心・かんがえる頭・きまりよいくらし 』 

別海町立上風連小学校 学校だより 

 
No.７ 平成３０年 ９月２８日（金）  発行責任者 校長 佐藤睦子 
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「芸術の秋」学芸会の練習開始！ 上風連小学校 校長 佐藤睦子 

10月が間近に迫り、木々も紅葉し始め、一気に秋の気配を感じる今日この頃です。 

さて、9月6・7日の北海道胆振東部地震による全道の停電「ブラックアウト」では、これまでに無い被害

をもたらし、多くの犠牲を伴うものとなりました。地域・保護者の皆様におかれましても、大変なご苦労があ

ったこととお見舞い申し上げます。私も電気の無い真っ暗な中、上風連地域センターで発電機による充電をさ

せて頂いたり、情報交換させて頂いたりと、改めて上風連地区の結束力を感じたところです。ありがとうござ

いました。お陰さまで、学校はその後順調に稼動することができました。今は１0月13日（土）の学芸会に

向け、子ども達が一生懸命、頑張っているところです。各学級、劇や遊戯、歌・器楽と、励まし合いながら協

力し合って、笑顔いっぱいで練習しています。きっと素晴らしい発表となることと思います。ぜひ保護者・地

域の皆様、多くの方々にご観覧いただければと思います。そして、練習期間中の子ども達へのサポート、また

当日のたくさんのご声援を、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上風連マラソン大会、9月19日（水） 

抜けるような青空の下、上風連スポーツ協会主催による

「上風連地区開基１００周年記念健康マラソン大会」が開催

されました。保育園は0,2と0,8km、1・2年生は１km、3・

4年生は2km、5・6年生は3km、中学生と一般は5km

を力走しました。直前の練習がなかなかできなかったのです

が、子ども達は一人一人が持てる 

力を存分に発揮することができた 

ようです。保育園から一般の方  々

まで一緒に走ることのできる上風 

連のマラソン大会はお互いの成長 

を見ることのできる素晴らしい大会です。 

保小中合同防災訓練 9月18日（火） 
胆振東部地震のすぐ後の訓練でした。保育園

15名小学生45名中学生22名、皆真剣に取り

組みました。地震が来たときの「安全行動１・

２・３」非難の時は「おかしも」の合言葉です。

その後地域センターへ避難し保護者引き渡しま

での訓練を行いました。これまでの避難訓練は、

火災の場合、休み時間の地震の場合、シェイク

アウト訓練など、子ども達も災害時の対応につ

いて少しずつ身についてきています。 

ご家庭でも非常時の 

「もしも」の場合につ 

いて、子ども達と話し 

合って合言葉を決めて 

おくといいですね。 

ふれあい参観日 9月５日（水） 

上風連敬老会 9月14日（金） 
9月5日ふれあい参観日がありました。普段

なかなか学校に来られない祖父母の皆様に来て

頂き、竹馬やめんこ、剣玉、おはじきなど昔の

遊びを教えてもらいました。給食では睦クラブ

様よりヨーグルトを提供して頂き、皆で楽しい

時間を過ごすことができました。ありがとうご

ざいました。また、9月14日は上風連地区敬 

老       老会が地域センターで行 

われ、小学生は、よさこ

いと合唱を披露し、日頃

の感謝をこめました。い

つまでもお元気で！ 

プログラミング学習、行政出前教室 

9月11日（火）中西小学校体育館 
小規模校3校（上風連小・中 

西小・西春小）の５・６年生合同 

で釧路工業高等専門学校の先生に 

プログラミング学習を教えて頂き 

ました。子ども達はパソコンを組み立てるところからチャレ

ンジして、プログラムした内容に沿ってコンピューターを動

かして行きます。興味いっぱいに集中して取り組んでいまし

た。（プログラミング教育は平成３２年度から小学校にも入ってきます。） 

同じ日の午後には「行政出前授業」がありました。別海町

の行政相談員さんに「行政とは身 

近にあるもの」と言うことを具体 

例で分かりやすく教えて頂きまし 

た。また、身近な行政への要望に 

ついて色々と考え、自分達の町を 

住み良くしていくことに役立って 

いる事を改めて知りました。ありがとうございました。 

た。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行 事 予 定 下校バス 

1 月 
視力検査（３・４年） 研修日 

指導主事訪問 14:30 

2 火 
白鳥号 全校朝会 視力検査（5・6

年） 委員会活動① 14:30 15:45 

3 水 学芸会一斉作業日（特日課） 14:30 

4 木 ＡＬＴ 学芸会一斉作業日（特日課） 14:30 

5 金 フッ化物洗口  14:30 15:45 

6 土  
  

7 日    

8 月 体育の日（上風連連合大運動会）   

9 火 
へき地教育実習着任式  

委員会活動②  14:30 15:45 

10 水 学芸会児童公開 14:30 

11 木 フッ化物洗口 ＡＬＴ 14:30 15:45 

12 金 職員による前日準備(特日課)  14:30 

13 土 学芸会一般公開 下校バスなし 

14 日     

15 月 振替休業   

16 火 
学芸会後片付け 白鳥号 

個人面談週間(～１９日まで)   14:30 15:45 

17 水 定例職員会議（特日課） 14:30 

18 木 フッ化物洗口 ＡＬＴ  14:30 15:45 

19 金 
へき地教育実習離任式  

野付漁協出前授業 14:30 15:45 

20 土     

21 日     

22 月 給食費集金日 個人面談(特日課) 12:40 

23 火 個人面談(特日課) 12:40 

24 水 研修日（特日課） 14:30 

25 木 フッ化物洗口 ＡＬＴ 指導監訪問 14:30 15:45 

26 金 研修日（特日課） 14:30 

27 土     

28 日     

29 月 研修 14:30 

30 火 
白鳥号 上風連地域文化祭（芸能発

表会）給食なし 14:30 15:45 

31 水 
お弁当の日（なかよし）  

研修（特日課） 14:30 

○お弁当の日・給食費集金日 
 

 10 月のお弁当の日は、31 日（水）で 

す。お弁当の用意よろしくお願いいたします。 

○へき地教育実習があります！ 
 

今年度も北海道教育大学釧路校より、２名の大学 

生が「へき地教育実習」のため、10月 9 日（火） 

～19 日（金）までの２週間、本校で教育実習をす 

ることになりました。今年も、大学生とたくさん触

れ合い、すてきな思い出を作ってほしいと思いま

す。なお、配属学級は、1 年生と 3・4 年学級にな

ります。 

○平成 30年度 学芸会 
 

 今年度の学芸会は、下記の日程で行います。 
 
・日時 10月 10日（水） 児童公開 

13 日（土） 一般公開 

※開場 9：10～ 

              開演 9：40～です 

・場所 上風連小学校体育館 

・発表 遊戯：１年、３・４年 

     劇 ：２年、５・６年 

    音楽：１・２年、３・４年、５・６年 

※発表順番につきましては、 

後日、プログラムを配布い 

たしますので、そちらでご 

確認下さい。 
 
今週から本格的に練習が始 

まりました。10月 13日 

（土）学芸会当日を楽しみ 

にしていて下さい。 

○上風連地域文化祭、10月 27日～ 
 

 10 月 30 日（火）の芸能発表会では、全校合唱

で「ねこだってサッカー」「ゆかいに歩けば」の 2

曲を発表します。その他に各学年の発表を予定して

います。今年も張り切って地域の皆様の前でしっか

りと発表します。 

また、地域作品展でも、主に図工や 

家庭科などの時間に制作した作品を出 

品します。 

どちらも楽しみにしていて下さい。 

☆10月 22日・23日 個人面談☆ 
 

 １０月 22・23 日に個人懇談のため午前授業

となります。内容については、お子さんの学校で

の生活や学習のようすをお伝えし、ご家庭でのよ

うすや学校への要望を伺いながらより良い指導

に役立てたいと思います。時間帯については、別

紙にてお知らせしました。お忙しい時期ですが是

非ご来校くださるようお願いします。 


