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多可町子ども芸能祭・・・中北小歌舞伎出演・・・
１２月９日（日）、ベルディーホールにて、恒例の多可町子ども芸能祭が行われました。
今年も、本校の歌舞伎クラブが、「寿式三番叟」（ことぶきしきさんばそう：おめでたいと
きなどに披露するもの）の発表を行いました。５月のクラブ開講式から１２月まで練習を
重ねての発表でした。「舞」（まい）などは本校卒業生で現在公民歌舞伎クラブにおいて活
躍されている山根加織先生に、三味線は丹波市在住の藤本秀敦令（ふじもとひであつの
り）師範と藤本令智（ふじもとのりとも）師範にご指導いただいております。本年度の部
員数は３９人で、発表会を目指
して、みんなで協力して頑張っ
てきました。芸能祭当日、出演
した児童は、たくさんのお客さ
んの前で練習の成果を堂々と披
露しました。舞と鳴り物（三味
線や太鼓、笛など）の息を合わ
せようと互いの動きを意識し合
って、一つにまとまった素晴ら
しい演技に大きな拍手をいただ
きました。
当日の楽屋では、化粧や着付けなどにもと播州歌舞伎一座の方や公民館歌舞伎クラブの
方々、本校ＯＢの先生など、多くの皆様にお世話になりました。ありがとうございまし
た。保護書の皆様にも、会場に多数お越しいただきました。がんばったクラブ員へのたく
さんの「おひねり」とあわせてお礼申し上げます。ありがとうございました。なお、来年
１月２３日（水）には、校内発表会を行う予定です。たくさんの方々のご来校をお待ちし
ております。

好天の中

校内マラソン大会を行いました

１２月１日（土）、校内マラソン大会を行いました。１１月１４日から始めた業間かけ足
運動と体育の授業で培った、長い距離を走る気力と走力を試す大会でした。子ども達は、自
己記録更新や最後まで走り切ることをめあてに１１日間の練習を行いました。
当日は、温かな天候でした。開会式では、がんばるという思いを持ちながら落ち着いてし
っかりと話を聞きました。今年は、残念ながら新記録は生まれませんでしたが、多くの子ど

もが自己ベストを更新しました。また、友達のが
んばりに力一杯の声援を送る姿も立派でした。
ＰＴＡふれあい活動部や４役のお父さん、お母
さん方には、今年も温かいうどんを子ども達のた
めに作って下さりありがとうございました。朝早
くからご来校いただき、がんばる子ども達へ温か
い声援をいただきましたご家庭の皆様、地域の皆
様にもお礼を申し上げます。ありがとうございま
した。
マラソン練習と大会で培った気力や体力を活
かして、りっぱな２学期の仕上げをしました。

3 年生

山田錦の学習

１２月７日（金）、３年生が JA みのりさんのお世話で、山田錦の学習を行いました。１
学期にも、JA みのりさんにご指導いただいて学校近隣の圃場をお借りして山田錦の田植え
（手植え）体験をしました。今回、第２弾として、教室で山田錦の特長や米の生育に必要な
条件などについて、実際の籾や白米、模型、プレゼンなどを用いて、説明していただきまし
た。酒米ならではの「しんぱく（酒米の原料となる米の中心にある白い部分）」と食用米の
２つを白米で比べて、そのちがいも見せていただきました。一番興味を持って体験したのは、
山田錦とキヌヒカリのミニおにぎりの食べ比べでした。山田錦の方が一段と甘くて、もっち
り感がありました。大多数の子どもが、「山田錦のほうがおいしい」と感想を持ちました。
山田錦は食用では販売されていないということです。貴重な体験でした。ふるさと中区で発
見された貴重な米であること、当時の安田におられた山田勢三郎さんの発見であることを知
り、ふるさと自慢として心
に残すいい学習となりまし
た。JA みのりさんと関係団
体の方々には、１学期の学
習と合わせて、貴重な学習
の場の提供をありがとうご
ざいました。

第２回あいさつ名人認定
昨年度より取り組み始めたあいさつ名人表彰の第２回目がありました。今回は、あいさつ
がんばり期間を１１月１９日～２６日と設定して、「さわやかなあいさつをしよう（いつで
も・どこでも・だれにでも）」を合い言葉に、あいさつを通して人とのいい関係づくりに取
り組みました。今回あいさつ名人に認定されたのは、以下の４８人の子どもと６つの登校班
です。
１年
２年

３年
４年
５年
６年
登校班 門前 安楽田男子 東山男子 牧野男子 牧野女子
これからもあいさつの輪を広げていきましょう。

岸上

子どもふれあいトーク
１２月１４日（金）、多可町役場新庁舎にて「子どもふれあいトーク」が開催されました。
町内５つの小学校から代表の６年生が参加し、町長さん・副町長さん・教育長さんらの臨席
の下、様々なテーマについて話し合いました。本校からは児童会役員が出席しました。
「もし自分が町長になったら多可町をより良くするために何をしたいか」の問いには、
「も
っと多可町を PR したい。外国にも紹介したい。」と答えていました。また、「いじめのな
い学校にするために私たちにできることは何か」の問いには、「ポスターや校内放送を使っ
て、いじめなしを呼びかける。」「わんぱく集会などでいろいろな遊びをする。そうすれば、
もっと交流できる。」と答えていまし
た。緊張する場ではあったのですが、
どの児童も原稿を見ずにしっかりと
意見が言えていて、町長さんも「感心
しました。頂いた意見を参考にし、実
践していきます。」と答えておられま
した。

冬休みのくらしについ
て～児童会より～
１２月１８日（火）、児童朝会にて、６年生児童が、冬休みのくらしで気をつけることに
ついて、伝えてくれました。
「寒さにまけない」を頭文字に、
「寒さにまけず元気に遊ぼう」、
「にっこりしっかりあいさつを」、
「まじめに勉強しあげよう」、
「けいかくたててなくそうむ
だづかい」、「なまけてないでおてつだい」、
「いのちを守ろう交通安全」の６つについ
て、全校生に伝えました。全校児童は、この
児童会の発表をしっかり聞いていました。
有意義な冬休みを過ごしてほしいと思いま
す。
ご家庭でも、配付しました「冬休みを楽し
くすごそう」
（児童版）や「冬休みのくらし」
（保護者版）をご覧の上、お子様の安全・安

心と健康管理にご留意いただき、ご家庭や地域でのお子様の成長につないであげて下さい。
１月７日の始業式に、全員の元気な顔が見られることを本校職員一同で待っております。

がんばった人に

はなまる

兵庫県小中高校絵画展
特選 １年
５年
入選 ２年
４年
佳作 ３年 濱𦚰 奏さん
６年
校内マラソン大会入賞者（いずれも１・２・３位の順）
１年男子
１年女子
２年男子
２年女子
３年男子
３年女子
４年男子
４年女子
５年男子
５年女子
６年男子
６年女子
第６７回北播書道展
多可町長賞

６年

多可町議会議長賞
２年
銀賞
４年
６年
４年
銅賞
１年
３年
５年
入選
１年
２年
３年
４年
５年
５年
税に関する書道コンクール
西脇税務署長賞 ６年
平成３０年度「多可町民の集い」人権作品入選
標語の部 １年
詩の部
４年
作文の部 ６年
ポスターの部 ２年
JA 共済書道コンクール
努力賞 １年
１年
２年
２年
３年
４年
５年
６年

来年度の第２期校舎改修について
今年の夏休みに、第１期校舎改修が行われ、北校舎と全トイレの改修および多目的
トイレの新設を見ました。「トイレがきれいになった」、「教室が明るくなった」など
の子ども達の喜びの声が多くあり、大切に使っているところです。来年度 も、夏休み
に第２期校舎改修が行われる予定です。南校舎を中心に、老朽化部分の改修が行われ
ます。また、この工事に併せて、空調設備の設置も予定されました。国の方針にもと
づき、国の補助金が支給される分と町費の活用を 併せての工事となります。この空調
設備は、町内全小中学校を対象とするものです。教育委員会では、本校について可能
な限り第２期工事と併せるか、それ以前に整えるかの検討中です。空調施設設置は確
定しておりますが、町教育委員会の見解として、全国で学校への空調設置が一斉に決
まり、エアコン機の台数確保および作業員さんの手配の関係で、遅延の可能性もある
とのことです。できるだけ来年度早期の設置を望むところです。また、第１期工事で
は、そう多くの引越が必要なく PTA 奉仕作業は、例年通り環境美化にお世話になりま
したが、第２期工事では、職員室や多くの普通教室が工事対象になるため、改修前後
の引越を、PTA 奉仕作業とさせていただくことになると思います。第２期工事も 限ら
れ た 予 算 の 中での 改修工事 となりますが、 できる限り 子ども達の学びの環境を整え
ていきたいと思います。保護者の皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。

ちょっといい話
○ あ る 学 年 の 子らがけんかをしていました。その横を通りかかった ある ５年生の女
の子が、その場で立ち止まり、けんかをしていた子たちにこんなことを話したそう
です。
「（相手がいやがることを）言う方も悪いけど、言われた方もそれはあかんと言わな
あかんで。心の中がもやもやするから、謝った方がええで。」
それを聞いたけんかをしていた子たちも、納得してお互いに謝ったそうです。教師
が間に入らずとも、自分たちで解決できる子どもの力に感心しました。
○２日間学校を休んでいたある子は、休み明けでちょっとドキドキしながら登校し、教室
に入りました。そのとき、友達から元気に「おはよう」って言われました。うれしかっ
たそうです。また、別の子からも、「あっ、○○くんや、おはよう。」と元気に言われ
て、心があたたかくなったそうです。

【絵画展のお知らせ】
◆兵庫県小・中・高絵画展
期間 12 月 26 日（水）～30 日（日）10:00～20:00（最終日は 16:00 まで）
場所 大丸神戸店９階イベントホール

◆兵庫県幼小中造形教育展（２会場あります）
さんちか展 期間 12 月 20 日（木）～29 日（土）10:00～20:00（最終日は 17:00 まで）
場所 さんちかホール
ヤマトヤシキ展
期間 1 月 2 日（水）～1 月 9 日（水）10:00～19:00（最終日は 17:00 まで）
場所 ヤマトヤシキ加古川店６F 催し物会場
※なお、兵庫県幼小中造形教育展の展示作品は、「推奨」および「特選」分のみです。
入選作品の展示はありません。

学校だより『すずかけ』返信欄から
毎回、感想やご意見を頂きありがとうございます。前号でも多数の返信をいただきありが
とうございました。学校だより｢すずかけ｣は、読者の皆様のお声も積極的に掲載し、学校改
善に役立てていきたいと考えています。今回もお寄せいただいたご感想を紹介します。
○初めてのマラソン大会。とてもがんばれました。また、この世に生まれて７年です。腕の
中で抱きしめていた子供が、自分自身と戦っていました。すばらしかったです。少しずつ
少年の階段を登っているんだと胸が熱くなりました。良い経験をありがとうございます。
（１年母）
○２学期は運動会にマラソン大会と体力を使う行事が多いですが、子供達も真剣に良く取り
組み、とても良く頑張れていました。これから、冬本番に入りますが寒さに負けない良い
体力作りができたと思います！（２・４年母）
・運動会に、マラソンにと、子ども達は懸命に努力しました。１年生児童は、初めてのマラ
ソン大会に全員参加し、全員完走できました。これからも、頭も心も体もぐんぐん成長で
きるよう支援していきます。
○来年は６年生になるので鼓笛の楽器担当を決めることになったようなのですが人気があ
ったため、オーディション？のようなものがあったそうです。どうしてもやりたかった為、
決まるまで（発表があるまで）本当に緊張していました。決まることになり大喜びしてい
ました。（５年母）
・決まったことの喜びをいつまでも持ち、来年頑張ってほしいと思います。６年生が下級生
に各パートの引き継ぎ（指導・支援）をしています。これも、貴重な学びに機会です。
○子供が勉強や生活において理解できるよう指導して下さりありがとうございます。
○よろしくお願いします。（４年母）
・日々の教育活動へのご理解と励ましの言葉と受け取り、今後もお子様の支援に努めます。
今回の学校だよりの内容はどうでしたか。学校だより「すずけけ」を読んでいただいた皆
さんには、お手数をお掛けしますが下記の「読みました」に○を付けてご提出ください。ま
た、紙面や学校の教育活動等についてのご質問ご意見ご感想等をどしどしお寄せください。
なお、ご意見等は紙面に掲載させていただくことがありますのでご了承ください。

学校だより「すずかけ」12 月 20 日号返信欄
（

）読みました （

ご意見ご感想欄

キリトリ

）年 父・母・祖父・祖母・その他（
）
※紙面への掲載が不可の場合は×をつけてください。（

）

