
校 長 齋 藤 芳 昭

２学期も残すところ９日となりました。今学期も保護者、地

域の皆様に多方面から支えていただき、子ども達の大きな成

長を見取ることができました。衷心より感謝申し上げます。

さて、今学期も３つの経営重点に沿って振り返ってみます。

【重点１ 考える力の育成 ～まなびと表現～】

自分の考えを表現したり、友達と学び合ったりする媒体は

「ことば」です。本校では、この「ことば」に着目し、主体的に活

動する、協働して学ぶ、深く考える姿を引き出す授業づくりに

継続して取り組んできました。自分の考えを一生懸命説明す

る姿が全ての学年で見取ることができ、他者を意識して学ぼ

うとする子どもが育っていると実感しています。

【重点２ つながる力の育成 ～いのちと自尊感情～】

２学期は運動会や学習発表会をはじめ、たくまバンドが地

域に出向いて発表する機会、老人施設に訪問して交流をさ

せてもらう機会、こども園の皆さんを招待して和太鼓を披露す

る機会等、地域とつながる学習の場をたくさん持つことができ

ました。各々の学習の中で、地域とのつながりを感じ、誉め認

められることで大きな達成感を得ることができました。

【重点３ たくましい身体の育成 ～からだと自りつ～】

本校児童の体格は、全国平均より全体的に上回っている

反面、運動能力では筋力に課題があります。そこで今学期

は、走力を高める運動を全学年で取り組みました。また、ＰＴ

Ａと協力してアウトメディアウイークを設定し、健康的な生活リ

ズムづくりにも取り組んでいます。自らの生活リズムを改善しよ

うとする意識とセルフコントロール力の育成が一層重要です。

２３日（金）から１８日間の年末年始休業となります。事故

のない有意義な休みとなるよう、地域の皆様の温かい見守り

と声がけをお願いいたします。２０１７年は酉年、どうぞ、よい

お年をお迎えください。
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３年２組国語 くらしと絵文字

長距離走大会での力走

５年 こども園との交流 和太鼓発表



12/ ２２（木） ２学期終業式

２３（金） ●天皇誕生日

２９（木）～１/３（火） 学校閉庁日

1/ ９（月） ●成人の日

１０（火） ３学期始業式 書き初め大会

１１（水） 避難訓練

１３（金） ５・６年スキー授業

大ケヤキ全国書道展
努 力 賞 ３年 髙梨 瑚太郎 くん

〃 ５年 鈴木 美冴 さん
〃 ５年 齋藤 凛音 さん

梅津五郎芸術賞
入 選 １年 後藤 叶友 くん

〃 ２年 荒川 獅恩 くん
〃 ２年 安部 心陽 さん
〃 ２年 横山 美月 さん
〃 ３年 石井 勝斗 くん
〃 ３年 松田 青輝 くん
〃 ４年 鈴木 健祐 くん

くらしの文集コンクール
特 選 １年 豊嶋 楽来 くん

〃 １年 紺野 瑠菜さん（県版掲載)
〃 ２年 安部 杏華 さん

入 選 ２年 川部 聡太 くん
特 選 ３年 田宮 悠羽 さん

〃 ３年 渡部 碧くん（県版掲載)
〃 ４年 佐藤 七菜 さん
〃 ４年 小林千里子 さん
〃 ５年 小松 愛琉 さん
〃 ６年 梅津 彩芽 さん
〃 ６年 奥山 結衣 さん

白鷹町小中学校造形美術展 出展児童
１年 佐藤 銀河 くん
〃 竹田 和 さん
〃 佐藤一歩輝 くん
〃 原 葉治朗 くん
〃 浅野 凜 さん

２年 石田 彩花 さん
〃 佐々木奏雅 くん
〃 守谷 桜 さん
〃 荒生 創央 くん

３年 高田 優平 くん
〃 紺野 聖翔 くん
〃 笠原 大輔 くん
〃 髙山 愛涼 さん
〃 髙梨瑚太郎 くん

４年 佐藤 倖多 くん
〃 新野 ひより さん
〃 大木 陽由 さん
〃 布施 学人 くん
〃 松村 陽菜 さん

５年 打田 蓮 さん
〃 五十嵐 雛 さん
〃 梅津 星那 くん
〃 高田 翔人 くん
〃 小関 理那 さん

６年 小林 琉一 くん
〃 梅津 彩芽 さん
〃 紺野 稜真 くん
〃 佐藤 和輝 くん
〃 松田 久恵 さん

第２回 学校評議員会を開催！

１２月９日（金）、第２回学校評議員会を開催し、

各委員の皆様から授業一巡をしての感想やこれまで

の学校経営についての貴重なご意見をいただきまし

た。２９年度の学校経営にしっかり活かしてまいりま

す。

・子どもたちが伸び伸び活動し、真剣に学んでいる。

・校是「琢磨」の精神を一層継承してほしい。

・授業の中に真の笑いが生まれる授業で心地よい。

・たくまバンドや白鷹山Ｙサミットへの取組に感謝する。

・安全安心な学校経営である。地域に感謝したい。

・交通ルールをしっかり守ろうとする等の規範意識を

どの子にも育てていきたい。

・家庭学習がしっかりできる子どもを育てたい。１，２年

生の段階で子どもに寄り添い、10分、20分の苦労を

惜しまない親でありたい。

【ご参加いただいた委員の皆様】

◇ＰＴＡ会長 田宮 修 様

◇学校後援会長 大木 一男 様（貝生区長)

◇〃 副会長 海老名愼一郎様（十王区長)

◇〃 副会長 齋藤 隆司 様（滝野区長)

◇主任児童委員 丹野 ちゑ 様

ありがとうございました。

評議員の皆様による授業を一巡


