
 

 
 

     
新年，明けましておめでとうございます。今年も，よろしくお願いいたします。 
～ ３学期がスタートしました。学年まとめと次年度の準備がしっかりとできる学期に!! ～ 

                            
新年，明けましておめでとうございます。旧年中は，登下校の見守り，ふるさと学習への 

ご支援，学校行事への協力など，八重東小学校の教育推進に対しまして，格別のご理解とご 
協力をいただき誠にありがとうございました。 
さて，３学期始業の本日，児童は元気いっぱいに登校してきました。休み中は，皆様のご協力により，事

故や事件の被害者や加害者になることなく，楽しく有意義な冬休みを過ごしたようです。新型コロナウイル
ス感染禍が続く中，コロナ感染に注意しながら，また寒さに負けず安全に気を付けて登下校し，充実した学
校生活を過ごして卒業・進級してほしいと願っています。学校では，感染防止のために，手洗いの徹底・三
密を避けた教育活動等を継続していきます。保護者の皆様におかれましては，引き続いて学校の取組にご理
解とご協力をよろしくお願いいたします。 
３学期の学校行事については，町教育委員会より示された方針を踏まえ，三密に留意して昨年度と同様に

次のように実施する予定です。 
 

【令和４年度卒業式について】 
・式典の参加者は，卒業生とその保護者（２名以内）及び在校生（５年生），教職員とする。地域の方 
は，参列を控えていただく。 

 ・式典の内容を精選し，式典全体の時間を短縮（30分程度）とする。 
 ・式典前後の関連行事（予行，見送り）については，昨年度と同様に縮小する。式後の記念写真の撮影

後，30分以内を目安に帰宅できるようにする。卒業生保護者の皆様，ご協力ください。 
 

PTA行事につきましては，今後の感染状況によっては，今後一部変更することをお願いすることになる 
かもしれません。保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 
校長の３学期始業式の「式辞」より」～言葉を大切に～ 

 
始業式は，校長室と各学級をオンラインで結んで，リモートで実施しました。式辞では，冬休みの生活 

の振り返りと最後のまとめの３学期を目標を持って頑張り，卒業・進級することについての留意点につ

いて話をしました。その後，「言葉」の大切さについて話をしました。 

昨年を振り返ってみると，興味本位だったり自己中心的な言動によって友達の心を傷つけることがあ 

りました。また，友達とのよい関わり方・上手なコミュニケーションの取り方が身に付いていない児童も

いました。このことを踏まえて，「たった

一言が人の心を傷つける。たった一言の

言葉が人の心をあたためる。」という話を

しました。「言葉」の重みを考えること，

よりよい人間関係を築くための具体的な

「言葉」について説明しました。 

ほかほか言葉・元気が出る言葉がけが

学校中に響き渡る学校になることをめざして指導を繰り返していきます。教職員も，児童の頑張りをた

くさん見つけ積極的に評価の声掛かけをしていくようにしていきます。 
 

 
 

昨年の世相を表す漢字一文字は「戦」。今年が，明るく景気のよい漢字になりますように!! 
～学校をリードして頑張っている高学年に，昨年の自分にとっての漢字一文字を聞いてみました～ 

 
日本漢字能力検定協会が定める昨年の世相を表す漢字一文字は，「戦」でした。選考の理由と

してロシアのウクライナ侵攻により，「戦」争の恐ろしさを目の当たりにした一年で，円安・
物価高による生活上での「戦」い，スポーツでの熱「戦」・挑「戦」も注目された，こと等が
挙げられています。12 月に，八重東小学校の牽引役，高学年として頑張ってくれた５・６年
生に，自分の１年間を振り返って漢字一文字で表してもらいました（漢字を2つ選んでいる児
童もいました）。それぞれ，学校生活・自分の成長・頑張り等をよく見つめて，漢字を選んでお
り感心しています。【裏面に紹介】始業式では，多い漢字順にランキングにして理由とともに発表しました。 
今年が児童にとって成長が実感できる１年になるように，明るく景気のよい漢字一文字で，締めくく

られることを願っております。 
 

令和５年 
1月 10日 
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昨年の漢字 
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順 漢字 理      由 順 漢字 理      由 

１ 
努 

〔５名〕 

〇マラソン大会や記録会，運動会に向けて努力したから。 
〇いろんなことに努力すると絶対いいことがあるから。ぼく
も努力するととってもいいことがあったから。たとえば，あ
いさつをするとほめられたから。 

〇最後の運動会で，思い出に残すために，いろんな練習を
して，運動会を盛り上げることができたから。 

〇努力して成功したことがたくさんあるから，これから生き
るために必要なことだから。たとえば，縄跳びの二重とび
を努力して成功させることができたから。 等 

４ 

協 
〔２名〕 

〇５年生の民泊で色々な協力をし心に残ったから。 
〇修学旅行や運動会など，みんなで協力してきたか
らいい思い出になったのかなぁと思ったから。 

疲 
〔２名〕 

〇今年は，高学年だったから，色々なことに取り組ん
だから疲れたから。 

〇高学年になって，色々な仕事が増えたし，５年生に
なって民泊等の行事があったから。 

友 
〔２名〕 

〇友達といっしょにやったから。 
〇友達がいるから，ここまでやってこれたと思うし，い
つも友達のおかげで楽しく過ごせているから。 

２ 

絆
〔４名〕 

〇学習発表会や運動会でがんばり，修学旅行で仲をもっと
もっと深めることができたから。あと，みんなで「信じ合
い」「助け合い」がんばることができたから。 

〇運動会・修学旅行・学習発表会などで，いろいろな友達
と協力して成功させることができ，みんなと絆を深めるこ
とができたから。 

〇修学旅行などで，みんなと協力してがんばることができ
て，絆をふかめることができたから。 等 

挑 
〔２名〕 

〇何事にも挑戦が大事だからです。今まで，６年生と
してリーダーらしく難しいことに挑戦してがんばって
きたからと，挑戦は自分を作るものだと知ったか
ら。 

〇今まで自分は，挑戦することが少し怖かったけど，
今は進んで発表・手伝いができるようになったか
ら。 

成 
〔２名〕 

〇団長として，児童会として，６年生として，数々の事
を成功させたから。 

〇マラソン大会・運動会・学習発表会など自分で目標
を立てて取り組み成しとげられたことが心に残って
いるから。 

進
〔４名〕 

〇何ごとにも耐えて，どんどん進んでいく力がついたから。
自ら進んで挨拶。運動会の団長に自ら進んで手をあげ
た経験。団長としてみんなをリードして大成功したから。 

〇５年生の時よりも，人のことや周りのことを考えて自分で
行動できるようになって，自分がどんどん進化していると
思ったから。 

〇ゲーム等で，進化しないと敵に勝てなかったり，学校でも
進んでしないといけない時に，進化ができて，いろんなこ
とができるようになって，ほめられたことがあるから。 等 

優 
〔２名〕 

〇優しく他学年の人や同い年の友達に，ふわふわ言
葉をたくさん使ったから。 

〇なぜこの漢字にしたのかは，誰にでも優しくするこ
とのため。この誰にでもの誰は，家族・友達・他人・
先生。 

仲 
〔２名〕 

〇最初は，４人しか仲良くなかったけど，男子とか女
子とも仲良しになれたから。 

〇みんなと仲良く遊んだり勉強したことが心に残って
いるから。 

３ 

楽 
〔３名〕 

〇運動会や夢プロでの民泊でのせどやま体験があり，
色々な人との交流があったから。 

〇学校で民泊や田植え・稲刈りなどの行事をして楽しかっ
たから。 

〇友達と分からないところを考えてやったことが楽しかった
から。 

笑 
〔２名〕 

〇みんなと楽しく話せて笑えたから。 
〇勉強や遊びなどを友達と笑いながらできたのが心
に残っているから。 

輝 
〔３名〕 

〇いつでも周りを笑顔にして，いじめのない学校をつくろう
と思い，ずっと輝いて生きたいと思ったから。 

〇最後の運動会で思い出に残ったり下の学年の人たちに
自分の輝きを見せられたりしたから。 

〇最後の小学校生活で，学校の行事を６年生を中心にして
その輝き１～５年生に見せられたから。 

繋 
〔２名〕 

〇運動会や発表会等で，みんなと心を一つにして大
成功し気持ちも元気も繋がり笑顔で過ごせたから。 

〇何事にも繋がりがあるし，私たちが会ったのも何か
の繋がりで，運動会もみんなが繋がって成功した
から。みんなの気持ちが一つに繋がって学校行事
を成功させることができたから。 

 
【１名】「極」「喜」「力」「旅」「親」「自」「熱」「健」

「諦」「覚」「将」「超」「最」 

特色のある学校の取組・教育活動等の紹介 

人権の花贈呈式 （１２／１） 
 
人権の花運動は，小学生を対象とした法務省の啓

発運動で，子供たちが互いに協力し合いながら，人
権の花であるヒヤシンスを栽培することを通じて，
生命の尊さを実感することで豊かな心を育み，優し
さと思いやりの心を体得することを目的とした活動
です。この日は，町内の人権擁護委員さん・人権イ
メージキャラクター「人KEN」まもる君が来校。 
人権尊重についての話を聞いたり「いじめ撲滅」

に係る DVD視聴をしたりして人権の大切さについ
て学んだ後，ヒヤシンスの 
球根の贈呈がありました。 
児童会の発案で「いじめの 
ない学校」「思いやりのある 
学校」めざして人権標語を 
つくり，日々の取組につな 
げています。 ≪「人 KEN」まもる君と≫ 

保幼小連携授業公開（1年）（１2／2） 
 
千代田ブロックでは，保育園・こども園と小学

校の接続を円滑にするために，年間を通して計画
的に研修会を開いて実践交流をしています。 
この日は，本校１年生のタブレットを使った主

体的な学びのある授業を，他の小学校の低学年の
先生，保育所・子ども園の先生に参観していただ
き，その後，発達段階においてつけたい力・指導
の工夫について交流をしました。 
研修会では，小学校 

入学を踏まえて就学前に 
つけさせておきたい力， 
保育園・こども園の学び 
を効果的に小学校で生か 
す工夫等について確認を 
しました。 

５・６年生が，１年を振り返って考えた自分にとっての「漢字一字」 

 



再度お願いした「学校教育充実のための保護者アンケート」へのご協力をありがとうご
ざいました。現時点で，79名中 59名の回収（回収率 74％）となっています。結果は，
次回の学校便り等でお知らせします。まだの方は，今週末までにお願いいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雪道の安全な登下校について!  
12月の学期末の大雪では，家周りの除雪・通勤等に苦労されたこと

と思います。臨時休業への対応，ありがとうございました。 
学校では，状況を踏まえて今後も，学級指導・全校の下校集会時に雪

道の安全について繰り返し指導をしていきます。凍結による転倒，降雪
による視界不良等いろいろな危険が想定されます。「雪が積もっている
道は端を歩かない」「川や側溝に近づかない」「雪玉を投げたり滑ったり
して遊ばない」などの指導しています。冬季の登下校等のことについ
て，家庭でも指導をよろしくお願いいたします。保護者・地域の皆様の
登下校の見守り・自主的な除雪作業についても，可能なところでよろしくお願いいたします。 
 学校でも朝の通学路の状況について把握に努めますが，大雪の場合，正門から玄関の除雪・職員駐車
場の除雪等をすることに労力を有しますので，各家庭において通学路の除雪状況の把握などされ安全な
登下校について，児童へ指導をしていただくことをお願いいたします。安全確保のために徒歩登校では
なく特別な対応をされる場合は，同じ通学班の他の児童へ連絡をしてください。臨時休校の場合は，午
前６時を目安に緊急メールでお知らせいたします。 

 

 

 

読み聞かせ朝会 特別版 （１２／７） 
 
読み聞かせグループ「ひだまり」の皆さん

には，今年度も月１回各学級で，絵本の読み
聞かせをしていただいておりますが，この日
は，特別版として体育館で，「３つのねがいと
１つのおねがい」「つるのおんがえし（影
絵）」「さんにんサンタ（ブラックライトの大
型紙芝居）」の読み聞かせをしていただきまし
た。特に，影絵やブラックライトによる読み
聞かせは見ごたえがあり， 
児童は食い入るように映 
像を見つめ話に吸い込ま 
れていました。準備や練 
習が大変だったことと思 
います。心に残るすてき 
な読み聞かせをしていた 
だいたことに厚く感謝を 
しております。 

地域の宝「神楽」についての学習 
      （3年・のびのび 3年）（１２／８） 
 
本校の３年生は，地域の伝統芸能「神楽」につ

いて，隔年で有田神楽団と東山神楽団の皆さんの
指導を受けています。今年は，東山神楽団の河月
団長さん，田邊さん，益田さんにおいでいただき
ました。大蛇や神楽面・衣装・小太鼓等を持って
来てくださり，神楽に掛ける思いや考え，県芸北
地域・東山の神楽の歴史や活動の様子・所作等に
ついて分かりやすく教えてくださいました。面や
衣装の早がわりの実演の時には，驚きの声と大き
な拍手が起こりました。地域の伝統芸能のすばら 
しさを実感することができました。 
４年も有田神楽団の 

隅井団長さんの協力を 
得て社会科学習を進め 
ました。神楽団の皆様 
に感謝をしております。 

交通安全タスキを着けて登校（１２／１２） 
 
安全な登下校に関わって，見守りを中心的に行

っていただいているＰＴＡ地区委員会の発案で，
交通安全タスキ（反射材付）を，通学班の班長・
副班長がつけて登下校するようにしました。反射
材が使用されていますので，車などから児童の動
きが目立つようになります。また，タスキをつけ
る班長・副班長の安全な登下校について責任者と
しての自覚を高めることができます。 
今年度，ＰＴＡ地区委員さん・見守りをして下

さる他の保護者・地域 
の方のお陰で，登下校 
中の交通事故はありま 
せんが，引き続いての 
できる所での見守り・ 
注意喚起の声かけを 
よろしくお願いいたし 
ます。 

≪影絵「鶴の恩返し」≫ 

まちづくりセンター見学（２年）（１2／2０） 
 
２年生が，生活科の学習で，北広島町まちづく

りセンターを見学しました。千代田地域づくりセ
ンター長の金田さんに，地域に根ざした活動や住
民の交流の場として，「ダンス教室」「書道教室」
「会議」などが開催されたり，地域の人の作品を
展示したりしていることを教えてもらいました。   
建物の中には，北広島町図書館千代田分室もあ

り，見学の後には，広いスペースで楽しい本を選
んで読ませてもらいました。校区内にあるので，
芝生広場で遊んだり，本を借りたりした児童もい
るようでした。地域 
の方のふれ合いの場 
として，地域が元気 
になる活動をされて 
いることを，しっか 
りと学ぶことができ 
ました。 ≪登校する児童の様子≫ ≪金田さんにインタビュー≫ 

≪学校の玄関前 12月 23日≫ 

お礼と 
お願い 

 


