坂田っ子

坂田小みんなの合い言葉

「ささえ合う子」
「かがやく子」
「たくましい子」

米原市立坂田小学校
令和２年１１月２６日
＜第９号＞
（文責 校長 神部 直）

「かわいい子には旅をさせよ」体験的な学びを大切に
校庭の桜やポプラの葉が落葉し、季節は少しずつ冬に近づいています。私の家の小さな畑に植え
ているカブも寒さとともに大きく育ち、先日お講汁(私の住む地域ではカブの味噌汁)にしていただ
きました。保育園に通っていた頃、祖母に連れられて行った報恩講でいただいたお講汁と特別に持
たせてもらった卵焼きは、今も忘れられない味であり好物でもあります。
記憶は薄れていきますが、子どものときの様々な経験は、大人になっても心のどこかに残り、時
に思い出としてよみがえるだけでなく、自分を作り支えるものになっているように感じます。
今年は、特別な１年になりました。私たち大人にとっても今まで通りにはいかないもどかしい生
活が続いています。子どもたちは、きっともっと多くの不安やストレスを抱えての毎日なのではな
いでしょうか。新型コロナウイルス感染症の不安が無くならない中では、常に感染症対策を意識し
て教育活動を進めることが必要です。子どもたちにとって今の学年は
一度しか経験できない１年であり、感染予防に努める中で子どもたち
に今できる限りの様々な経験をさせていきたいと考えています。
今月は、春から延期になり実施できるかどうか心配していた修学旅
行を 10 日 11 日に無事実施することができました。
・仲間との絆が一番深まったと思った取り組みはウォークラリーです。理由は、
全員で時間を確認しながら計画的に行動できたからです。
東大寺、いよいよ大仏殿へ
・奈良県や信楽に初めて行って、ウォークラリーや信楽焼きをしました。この二日間楽しいことだらけでした。
・二月堂の上から見た景色がきれいだった。東大寺が昔つくられたとは思えないほどすごい建築だった。
・紅葉のシーズンで、平等院の美しさがきわだって、昔にこんなきれいな建物が建てられたのか…と感動しました。
・修学旅行を終えて、皆と協力し、助け合ったことで絆が深まったと思います。
子どもたちの感想のほんの一部ですが、子どもたちにとって、大変意義深い体験活動であったこ
とが伝わってきます。友だちとつくり上げた修学旅行、感染予防に気をつけながらも仲間と共に過
ごした２日間の思い出は、子どもたちの心にしっかり刻まれたと思っています。
６日に実施した芸術鑑賞では、こんな感想がありました。
・プリズムさんのがっきのえんそうは、すごかったです。ぼくも、てっきんでプリズムさん
みたいに、はやくひきたいです。もう１回ききたいです。
・「木星」などは、ドラムの音がものすごくひびいていて、迫力があって、すごかった
です。やっぱり、「生で聞くのはちがうな～」と感じました。
・ディズニーメドレーは、とてもやさしい感じで、まるで星空につつまれているような
感じがしました。ロックトラップでリズムにのっておどるのもすごく楽しかったです。
プリズムさん演奏会
子どもたちは、意義ある体験の中で多くのことを学び世界を広げていきます。大きな行事だけで
なく、日常の学習の中にも積極的に体験活動を取り入れ、学力や感性を育んでいきたいと思います。
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３年人権教室（人権擁護委員さんによる）
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坂田小学校人権週間（～10 日）
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12 月口座振替日
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金

６年平和学習
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水

委員会活動（４年５校時で下校）

23

水

２学期末学級懇談会（ 給 食 終 了 後 13:20 下 校 ）

2４

木

懇談予備日（ 5 校 時 終 了 後 14:45 下 校 ）

25

金

２学期終業式 大掃除（11:10 下校）

26

土

冬期休業（1/5 まで）

３学期の主な行事予定
1 月 16 日(水)
1 月 17 日(木)
1 月 14 日(木)
1 月 20 日(水)
2 月 15 日(金)
2 月 24 日(水)
2 月 26 日(金)
3 月 19 日(金)
3 月 24 日(水)

３学期始業式
給食開始
６年スキー教室
双葉中新入生保護者会
坂田小新入生半日入学
双葉中新入生半日入学
６年生を送る会
卒業式
修了式

※現在の予定です。今後変更となる場
合は、連絡させていただきます。

人権週間 １２月４日～１２月１０日 人権についてしっかり学ぶ 1 週間に
人を差別したりいじめたりしてはいけないことは誰もが知っていることです。しかし、人間は未知
の出来事や人に出会うと本能的に不安を感じ、無意識のうちに偏見や差別の意識を抱いてしまうもの
でもあります。昨今のコロナ差別は、まさにこの姿が現れているのではないでしょうか。人権感覚は
常に学び努力することで高めていかなければならないものであると私は考えています。
５年生の国語の教科書でも取り上げられている、アンパンマンの作者であるやなせたかしさんは、
「お互いに相手を喜ばせたいと思って動いたらきっとうまくいく」とお話しされていたそうです。
「思
いやりの心」や「かけがえのない命」などについて考えるだけでなく、いじめや差別をなくすために
どういう行動をとっていきたいかというところまで考えられる１週間にしたいと思います。
具体的な取組としては、各学級で視聴覚教材を使用した人権に関する学習を実施
するほか、人権標語の募集や人権に関する掲示コーナーの設置を行います。
もちろん人権は、この期間だけで学んだり意識したりするものではありません。
この期間の取組を契機に、一人ひとりがさらに自分を輝かせ、楽しく生活できる学
校づくりや相手を思いやり共に生きる仲間づくりに取り組んでいきたいと思います。

秋の作品展の入賞者を紹介します
【立体の部】
（敬称略）
青少年美術展 優秀賞
１年 杉本 直樹
県教育美術展 特選
６年 平井こころ
県教育美術展 入選
１年 北村 奏桜、村岡 郁依 ３年 岩村 駿、
和田 波琉暉 ４年 前田 桧梛子
市子ども美術展 特選
1 年 丸山 翔大 ２年 脇坂 凜帆、山下 綾香

【平面の部】
（敬称略）
青少年美術展 最優秀賞
１年 藤田 宗佑 2 年 國友 結菜
青少年美術展 優秀賞
４年 藤澤 心結 ６年 須藤 沙彩
市子ども美術展 特選
３年 北村 優依、髙木 漣 ４年 弓削 蒼奈
５年 國吉 琉斗、髙松 来実
６年 小川 結愛、北村 心音

【書写の部】
（敬称略）
青少年美術展 最優秀賞
２年 西田 真唯
優秀賞
６年 脇坂 友実
市子ども美術展 特選 １年 吉川 奈穂、小川 梨玖、川口 莉奈 ２年 弓削 咲奈、須藤 栞莉
３年 増田 慶士 ４年 國友 春香、成宮 創 ５年 小川 琉鶴、久保田 真由、髙松 来実
６年 北川 絢士郎、大石 創賀
市子ども美術展 入選 １年 堤 愛莉、北村 彰梧、山瀬 由菜 ２年 白山 小鞠、西村 美玲、
嶌田 幸虹 ３年 土川 心和、北村 篤也、中山 愛華 ４年 後藤 芽衣、北村 創、北村 玲奈
５年 山脇 颯真、北川 未羽、田里 日茉梨、山下 桃香 ６年 須藤 玲司、前川 斐奈子、増田 菜々
入賞おめでとう。入賞者には校長室で賞状を渡しました。（一部表彰が後日になる人があります。）

☆☆☆ お知らせとお願い ☆☆☆
◇感染予防対策について
寒い時期を迎えます。校内での感染予防のため、以
下の点についてご協力をお願いします。
・寒い時期を迎えても定期的に教室の換気を行いま
すので、例年より室温が下がります。寒い日は暖か
い服装で登校させてください。
・喉や口の乾燥を防ぐため、水分補給を呼びかけま
す。冬季も水筒を持たせてください。
・改めてご家族全員の体温測定を徹底いただくととも
に、熱等の症状がある場合は無理をせず、可能な範
囲で受診いただきますようお願いします。
・マスク・ハンカチ等も引き続きお願いします。

◇２学期末懇談会について
１・２学期の学習の様子を記した通知票をお渡しする
とともに、子どもたちの学習の様子等についてお話をさ
せていただきます。ご多用のことと存じますが、ご出席
をお願いします。なお、一度に大勢の方にお越しいた
だくこととなります。マスクの着用と徒歩・自転車等での
ご来校やゆずり合っての駐車にご協力お願いします。

◇学校ボランティアについて
2 学期になり、学習支援で多くの
地域の方にお越しいただいていま
す。本日このお便りとともに、ボラン
ティア募集のチラシを配布させてい
ただきました。ご覧ください。

ミシンボランティアさん

