表彰コーナー

２月の行事予定
日 曜

行事予定

１ 木 いのちと人権の日
２ 金 第3回オープンスクール
３ 土 八千代中学校入学説明会
４ 日
５ 月
６ 火 PTA役員会
７ 水

■平成２９年度「多可町民の集い」人権作品入選
【標語の部】
３年女子
【詩の部】
４年女子
【作文の部】
６年男子
【ポスターの部】 ４年女子
■第２３回杉原紙年賀状全国コンクール
【佳作】２年男子 ３年女子
■第１２回多可町駅伝競走大会
・第３位 ４年女子

８ 木

小学生の部

９ 金 児童会選挙
10 土
11 日 建国記念の日
12 月 振替休日

※お詫び※
学校だより１月号で、下記の児童の掲載が抜けてお
りました。紙面をお借りしてお詫び申し上げます。
■多可町子ども作品展
【絵画の部 入選】

13 火
14 水
15 木
16 金 地域交流
PTA合同委員会
17 土
18 日
19 月
20 火
21 水
22 木 子どもふれあいトーク
23 金
24 土
25 日
26 月
27 火

資源ごみ回収

２年男子

１月２７日（土）

本年度、最後の資源ごみ回収を
実施しました。ＰＴＡ役員の皆様
をはじめ、保護者や地域の皆様方
には、厳しい寒さの中、早朝より
大変お世話になりました。本当に
ありがとうございました。厚くお
礼申し上げます。収益は子どもた
ちの教育活動に、大切に使わせていただきます。
小中合同の資源ごみ回収は２年目に入り、皆様方の
ご理解とご協力の下、スムーズな実施が定着して参り
ました。来年度も引き続き、よろしくお願い申し上げ
ます。なお、来年度、第１回資源ごみ回収の予定は下
記のとおりです。
■平成３０年度 第１回資源ごみ回収（予定）
１ 日 時 ５月２６日（土）８：００～

28 水

《３月のおもな行事予定》
2(金) ６年生を送る会
22(木) 卒業証書授与式
23(金) 修了式

※現時点での予定のため、変更する場合があり
ますことをご了承ください。

ＰＴＡ合同委員会

２月１６日（金）

ＰＴＡ役員の皆様方には、今年
１年、様々なＰＴＡ活動にご尽力
いただき、ありがとうございまし
た。
本年度のまとめの会として、下
記の通り、合同委員会を計画して
おります。委員の皆様方には、後
日ご案内いたします。
１ 日 時
２ 場 所

２月１６日（金）１９：３０～
八千代小学校多目的ホール
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２月（如月）を迎えて
学校長
昔から、１月は「行く」、２月は「逃げる」、３月は「去る」と言われるように、年度替わりの３か月間
は、月日が経つことが非常に早く感じられます。また、２月は旧暦では「如月（きさらぎ）」と言われ、名
前の由来は諸説あります。その一つは、寒さがまだ残る時期であり、「衣を更に重ね着する月」である「衣
更月」が転じたそうです。
さて、この１月はニュースなどでも「記録的な寒波」「過去最強寒波」といった言葉をよく耳にしました。
特に、１月２３日頃から週末にかけては、ことのほか厳しい寒さが続きました。そして、積雪等のため、資
源ごみ回収も１時間遅れで実施しました。また、今年は全国的にインフルエンザが大流行ですが、町内の学
校園でもインフルエンザが流行し、学校閉鎖になったところもありました。本校では今のところインフルエ
ンザの大きな流行はありませんが、１２月のように突然流行というケースもありますので、規則正しい生活
等を心掛け、引き続き予防に努めていきたいものです。
次に、１月２４日（水）から３０日（火）まで、「家庭学習がんばり表」の取組に
ご協力いただきました。家庭学習の時間確保等、取組の様子はいかがだったでしょう
か。小学校段階で、漢字力や計算力等、すべての学習の基礎基本となる力をしっかり
と身に付けることは、とても大切なことです。そのためには、学校での学習に加えて
家庭学習の習慣化を図り、学年に応じて自分の力で学習を進めていく力を身に付ける
ことも重要です。この取組の結果を踏まえ、今後もご家庭のご協力を得ながら、家庭
学習の充実を目指した取組を進めていきたいと考えております。
まだまだ寒さが続く２月ですが、子どもたちとともに教職員一同、様々な教育活動に力いっぱい取り組ん
で参りますので、保護者や地域の皆様方のご支援ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

☆１月のトピックス紹介コーナー☆
６年生 スキー教室

１月１９日（金）

楽しみにしていた３学期の大きな行事の一つ、スキー教室に行きました。但馬地方はここ数日は積雪もな
かったようで、予定通り９時頃スキー場に到着しました。ロッジに入ってスキーウエアやスキー靴を準備し、
開校式後はさっそく午前中のスキー実習に入りました。スキー経験に応じて５つの班を編成し、インストラ
クターの指導の下、実習に励みました。準備体操、歩行訓練等、入念なウォー
ミングアップの後、それぞれ緩いゲレンデで滑り始めました。最初は不安そう
に滑っていた子もいましたが、午前中の後半には滑ることに少しずつ慣れてき
た様子でした。
お昼はロッジ特製のカレーライスに舌鼓を打ちました。「カレーはおかわり
自由」ということで、多くの子がおかわりをして、午後の実習に備えてエネル
ギーを蓄えました。
午前中は基礎練習で滑り方のコツをつかみ、午後はどの班もたくさんリフト
に乗ってスイスイと滑っていきました。約２０分かかる林間コースは、すべて
の班が体験しました。経験者班は少し急な中級者コースにもチャレンジし、技
術をレベルアップしていました。また、初心者の子もめきめきと上達し、子ど
もたちの身体のしなやかさには驚きました。ほとんど雪は降らず、終始曇りが
ちの天候で、コンディションがよい状態でスキー実習ができたこと、本当にあ
りがたく思いました。ロッジのご主人の話では、昨年は大雪で３ｍ以上も積雪
があったということでした。来週はまた寒波が襲来する予報が
出ていますが、時期的にもタイミングがよかったと思いました。
そして、何よりも体調を崩したりけがをしたりする子もなく、
全員無事にスキー実習が終えられたこと、大変嬉しく思いまし
た。保護者の皆様方には、子どもたちの体調管理、また、スキ
ー実習に係る諸準備等、大変お世話になりましたこと、感謝し
ております。ありがとうございました。

おもしろ算数・数学講座 １月６日（土）
お正月明けの１月６日（土）、八千代プラザで「おもしろ算数・数学講座」
が開催されました。旧八千代町時代に始まり、今年で２２回目を迎えました。
今年は、大人と子どもを合わせて約１００名の参加者があり、今までで一番多
かったそうです。講師は４名の大学の先生です。一人１問ずつ問題を出題して
くださいました。
どの問題もなかなか難しく、参加者は「うーん！」と頭をひねりながら、問
題にチャレンジしていました。解答の時間になり、問題が解けた人の中から数
名が前で解き方を発表しました。小学生の中には難しい問題を見事に解き明か
す子どももあり、会場から大きな拍手が沸き起こりました。来年はどんな問題が出題されるか、とても楽し
みです。

避難訓練＆防災学習 １月１７日（水）
平成３０年１月１７日、「阪神・淡路大震災」が起こってから、２３年目
を迎えました。まず、地震を想定した避難訓練を実施しました。子どもたち
は、避難するときの約束事「お・は・し・も」（おさない・はしらない・し
ゃべらない・もどらない）をしっかりと守り、スムーズに体育館へ避難しま
した。次に、この地震で亡くなられた約６４００名の方々のご冥福を祈り、
黙祷を行いました。
続いて防災学習に移り、まず、私の体験談を語りました。地震が発生した
のは、午前５時４６分。ゴー・・・といううなり声のような音とともに、ド
ーンというような音が聞こえたかと思うと、ガタガタガタ・・・と、かつて
経験したことのない激しい縦揺れが起きました。子どもと一緒に寝ていたの
で、私と妻は飛び起きて咄嗟にタンスを押さえました。約４０秒くらいだっ
たでしょうか。激しい揺れはやっとおさまりましたが、この時間がものすご
く長く感じられました。今でもこの日のことは鮮明に覚えています。また、
災害から自分自身の身を守るとともに、命を大切にすることも語りかけました。さらに、防災担当からも、
当時、勤務していた淡路島の小学校の様子や地震から身を守る方法などについて、講話を行いました。
多くの人々が助け合い、励まし合い、支えあってこの震災から立ち上がってきました。大地震から復興を
とげてきたことで、「人を救うのは人しかいない」といった言葉も生まれたそうです。今後も「阪神・淡路
大震災」の災害経験や教訓を、しっかりと語り継いでいかなければならないと、改めて強く感じた一日です。

５年生 社会見学

１月１８日（木）

兵庫県立農林水産技術総合センター（明石市）と明石市立天文科学館の見
学に出かけました。まず、水産技術センターの見学からスタートしました。
職員の方から、「海の状態を調べる」「海の環境を守る」「養殖技術の研
究」等、水産技術センターの主な仕事や兵庫県の漁業の様子についてお話を
聞きました。次に、沿岸漁業と沖合業業の違い、栽培漁業の様子等について、
ビデオを見せていただきました。子どもたちは一言も聞きもらすまいと、一
生懸命にメモを取っていました。続いて、施設内の展示を見学したり「ふれ
あいプール」では、ヒラメ、カレイ、タコなど、魚に手でタッチしたりして、
子どもたちは「うわー、柔らかい！」などと大喜びでした。また、入口ロビ
ーに展示されている実際に捕獲された「ホホジロザメ」の剥製（約５ｍ）の
解説も聞き、驚きの声をあげていました。
昼食後、次は明石市立天文科学館へと向かいました。予定より少し早く到
着したため、プラネタリウムの投影時間までは、館内の展示物を興味深く見
学しました。そして、いよいよプラネタリウムの時間。約１時間、真っ暗な
ドームで満点の星空にどっぷりと浸り、宇宙の神秘を満喫しました。天候にも恵まれ、今後の社会科や理科
の学習に生かせるとてもよい学習の場となりました。

５・６年生 北播小学生駅伝カーニバル １月２０日（土）
第３２回北播小学生駅伝カーニバルが、加西市立善防中学校周辺コースで行
われました。本校からは５・６年生代表男女各１チームの計４チーム、２３名
が参加しました。晴天にも恵まれ、今年は例年になく温かい天候の下、競技が
進行していきました。近年は終始ハイペースのレース展開。「駅伝王国兵庫」
といわれ、西脇工業高校の活躍をはじめ、とりわけ東播地区のレベルは高いと
思われます。チーム力が拮抗する中、どのチームも懸命の走りを見せていまし
た。本校の子どもたちも、チームのタスキをつなぐべく、一人一人が自分の持
てる力を出し切り、全力で走りぬきました。
１２月のマラソン大会が終わってから駅伝本番までの約１か月間、子どもた
ちは早朝練習や冬休みの練習等で走力や精神力を鍛えてきました。その成果を
存分に発揮した素晴らしい駅伝大会になったこと、子どもたちのこれまでの頑
張りに大きな拍手を送ります。応援にお越しいただいた保護者の皆様、大きな
声援、本当にありがとうございました。
【第３２回小学生北播駅伝カーニバルの結果】
☆５年生以下男子の部
☆５年生以下女子の部
☆６年生以下男子の部
☆６年生以下女子の部

１９位（３３チーム参加）３１分５５秒
１２位（３３チーム参加）３２分４１秒
１６位（３３チーム参加）３０分２９秒
１２位（３１チーム参加）３２分１９秒

１年生 キッズランド園児との交流会

１月２５日（木）

キッズランドやちよへ行き、５歳児のクラスの園児たちと交流をしました。１年生の子どもたちは、国語
「ものの名まえ」の学習で、『まとめてつけた名まえ』と【ひとつひとつの名
まえ】について学習していました。そのことを生かして、『がっきのおみせ』
には【ピアノ・カスタネット・サックスなど】を置くことができました。子ど
もたちは、「みんなが、ぼくたちがつくったくだものをかってくれてうれしか
ったです。」「ひさしぶりにあえてよかったです。さいごにいっしょにあそべ
てよかったです。」「みんながやさしかったです。早くみんな小学校にきてほ
しいです。」といった感想をまとめていました。４月になって、新１年生が入
学してくることを、とても楽しみにしている子どもたちです。

３年生 社会見学

１月２６日（金）

西脇市郷土資料館へ昔の道具の見学に行きました。珍しい道具の数々に、子どもたちは興味津々でした。初め
て目にする道具も多く、何に使うのか、どのような使い方をするのかなど、興味深く観察していました。また、
職員の方が「となりのトトロ」に出てくる情景か
ら道具の説明をしてくださり、分かりやすい説明
に子どもたちも納得顔でした。ランプの温かい照
明をみんなで感じ、最後は自分の興味のある道具
をスケッチしたり質問をしたりして、しっかりと
学習できた社会見学でした。見学をもとに、昔の
道具から当時の人々の暮らしを探り、その知恵を
学んでいきたいと思います。

縄跳び運動頑張っています！
１月１５日（月）より、冬場の体力づくりの一環として、縄跳び運動を続けています。１月は業間パワーアッ
プ大作戦の時間を活用し、全校で縄跳び運動を頑張りました。また、休み時間や体育の時間等を活用し、練習に
励んでいます。
【縄跳び運動の取組 １／１５ ～ ３１】
２月上旬には、各学年で「縄跳

びチャンピオン大会」を実施しま
す。それまでに、跳ぶ回数を伸ば
すことやいろいろな技にチャレン
ジすることなど、自分なりのめあ
てを持って練習に取り組んでいき
ます。

月曜日：短縄跳びの練習（全校）
火曜日：大縄跳びの練習（各学級）
水曜日：短縄跳びの練習（全校）
木曜日：短縄跳びの練習（縦割り班）
金曜日：大縄跳びの練習（各学級）

