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自分の考えを持ち、共に学べる子ども達に！
上風連小学校 校長 佐藤 睦子
11 月９日(金)「第 66 回根室管内へき地複式教育研究大会別海大会」が、上風連小学校において行われました。
大会テーマは「主体的に考え、進んで表現できる子どもの育成～算数科における言語活動の工夫を通して～」です。
管内の先生方が多数来てくださり、上風連小学校の子ども達の授業の様子を参観して下さいました。その後、先生
方で授業の方法などについて話合いを行い、また教育大学釧路校の先生の講演を聞き、これからの教育について研
修を深めました。上風連の子ども達は何事にも一生懸命です。よく考え頑張ろうとします。さらに子ども達が学び
を深めていくために、どんな授業を組み立てていくとよいのか。子ども達の疑問を生かし、色々な考えが持て、そ
れらをクラスの友達と意見の交流を通して、さらにより良い考えに繋げていく。こんな姿が少しずつ出来ているよ
うに思います。へき地複式教育ではへき地三特性「へき地性・小規模性・複式形態」を生かしていくことが大事だ
と言われます。
「へき地性～自然いっぱい、地域の特性いっぱい、地域の人とのつながり等の田舎のよさを生かす」
「小規模性～少人数だからこそ出来る個に応じた学習や多くの体験学習」
「複式形態～異学年が一緒に学ぶよさ、縦
のつながりを生かす」等よさを積極的に取り込んでいくことが特色ある教育活動となり、子ども達の成長を支えて
いると感じています。これからも地域、保護者の皆様のご支援ご協力を得ながら、子ども達と共に頑張っていきま
す。よろしくお願いします。

第3７回

別海町小･中･高校合同音楽祭

PTA 秋の環境整備作業
ありがとうございました。

11 月 1 日(木)の小学校合同音楽祭では、
「ねこだっ
てサッカー」
「ゆかいに歩けば」を披露しました。この
2 曲は上風連小学校が得意とする歌ですばらしい歌声
を響かせることができました。また最後の合同合唱「音
楽のおくりもの」では、別海町全小学校の子ども達に
よる大合唱となり大変
心に残るものでした。
聴きに来てくださった
保護者の皆様ありがと
うございました。

11 月 12 日（月）秋の環境整備作業では、役員
の方、施設委員、児童委員の皆様が集まって下さり、
ビニールハウスの整理、花壇・教材園・すずらん畑
の整備、堆肥入れをして下さいました。円形花壇に
は来年の春に向け、チューリップの球根を植えまし
た。本当にありがとうございました。次は、スケー
トリンクや PTA 会誌「乳煙」の準備も始まります。
3 学期似に向け PTA の活動もまとめの時期となり
ます。皆さん、よろしくお願いいたします。

歯科指導「しっかり歯磨き」大事だね！11 月19 日（月）

青少年芸術劇場「しゃみせん、いろいろ」11 月20 日（火）

町保健センターの歯科衛生士さんが歯の健康について
教えて下さりました。主に 1･2 年生は「正しい歯のみが
き方」3･4 年生は「歯肉炎の予防」5･6 年生は「総合的
な歯の健康について」について学びました。上風連の子
ども達は、まだまだ歯磨きが十分でない子もいるようで
す。特に歯茎をマッサージす
るようにしっかり磨いて、長
く自分の歯を大事に保てるよ
うに毎日の歯磨きを頑張りま
しょう。
※風邪やインフルエンザが流行る季節となりました。
「うがい手洗いしっかり朝食」でのり切りましょう。
気温に合った服装を。

2 年に 1 回行われる青少年劇場小公演で、今年
は「三味線いろいろ」が上風連小学校体育館で、
開催されました。江戸・沖縄三味線の上原潤之助
さんと津軽三味線の新田昌弘さんが「こきりこ
節」や「海の声」などを演奏して和楽器「三味線」
について教えて下さりました。日本の楽器ですが
なかなか見ることのない三
味線です。皆興味心身で聴
き入っていました。最後に
は色々な質問にも答えてく
ださりました。ありがとうございました。
11 月 30 日（金）は 2 学期最後の参観日です。
スケート靴の交換会も実施。多数ご参観下さい。
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目的 保育園児を「秋の宝物ラン
ド」に招待して、一緒に楽
しむ事ができる。
日程 平成 30 年 12 月６日（木）
９：２０～ 保育園児到着
９：２５～ 生活科交流学習
１１：００
授業終了
１１：０５
保育園児学校発
来年度入学する保育園児が、小学校の授業に慣
れるよう今回、生活科の授業を体験します。
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１．日時 平成 30 年 12 月 21 日（金）
３校時（10：35～11：20）
２．会場 上風連小学校 体育館
２学期も残すところ１か月を切りました。授業
の方もそろそろまとめの時期
に入ります。最近では、寒い
日が続いておりますので、お
子さんの体調管理をお願いい
たします。
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・スクールバスのアンケートは、11
月 26 日までとなっておりました。お
忘れの方いませんか？
・１１月３０日に配布予定の上風連小
学校の教育に関するアンケートの締切
日は１２月７日（金）までとなっております。
・今年の冬休みの学習会は、１月 15 日（火）と
なっています。後日配布されるお便りをご覧下さ
い。

○連絡Ⅱ

○「給食費納入日」のお知らせ
12 月の給食費の納入日は
12 月 20 日（木）です。お
忘れのないようよろしくお願
いいたします。

・スケート交換会が行われます。
期間：１１月３０日(金)～１２月７日(金)
もし不用になったスケート靴などありました
ら寄付をお願い致します。
・上風連小学校 PTA ～研修委員会から～
１８日（火）19：45 から小学校 PTA 主催の研
修会が開かれます。アンガーマネジメント（怒り
のコントロール）についての内容となります。地
域、保護者の多数のご参加お待ちしております。
参加を希望する方は、本日配布した研修会のご案
内の申し込み書若しくは、小学校 教頭までご連
絡下さい。申し込み締め切りは、１２月７日（金）
までとなっております。

