２月の行事予定
日 曜

行事予定

１ 金 いのちと人権の日

表彰コーナー 頑張りに拍手！
■第２４回杉原紙年賀状全国コンクール
【銀賞】２年 女子

オープンスクール
租税教室（1･6年：5校時）
２ 土
３ 日
４ 月 全校集会
多可町新庁舎見学(3年)
５ 火 15:10 一斉下校
６ 水
７ 木 わくわくタイム(4年)
委員会活動
８ 金 児童会選挙
９ 土
10 日
11 月 建国記念の日
12 火 朝会
13 水

【銅賞】３年 女子
４年 女子

当日は積雪や凍結等が心配されましたが、予定
通り本年度最後の資源ごみ回収を実施することが
できました。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。また、中学生の皆さん
も搬入場所での積み込み作業等、ありがとうござ
いました。お世話いただいた多くの皆様方に厚く
お礼申し上げます。収益金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。
来年度も皆様方のご協力をどうぞよろしくお願
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通りです。

15 金 社会見学(3年:西脇郷土資料館)
16 土
17 日
18 月 児童集会
19 火
21 木
22 金 PTA合同委員会
23 土
24 日
25 月 児童集会
26 火
27 水 朝の読み聞かせ
28 木

《３月のおもな行事予定》
1(金)
6(水)
13(水)
20(水)
22(金)

６年生を送る会
５歳児登校体験・体験入学
６年生中学校体験入学
卒業証書授与式
修了式

学校教育目標「思いやりの心をもち 共に学び合い高め合う 八千代っ子の育成」
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■平成３１年度 第１回資源ごみ回収（予定）
・日 時 ５月１８日（土）８：００～
※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。

第3回オープンスクール ２月１日(金)
当日は一日、授業を公開いたしま
す。また、全学級で道徳の授業を実
施しますので、多数の皆様のお越し
をお待ちしております。

ＰＴＡ合同委員会 ２月２２日(金)
ＰＴＡ役員の皆様方には、今年度、
様々なＰＴＡ活動にご理解とご協力
をいただき、本当にありがとうござ
いました。厚くお礼申し上げます。
今年度の総括の会として、下記の通
り、合同委員会を計画しております。役員の皆様
方には、後日ご案内いたしますので、ご参加をよ
ろしくお願いいたします。
１ 日 時 ２月２２日（金）１９：００～
２ 場 所 八千代小学校 多目的ホール

多可町立八千代小学校
0795-37-0033

メールアドレス)yachisyo@edu.takacho.jp

日常生活のありがたさ

第3回PTA資源ごみ回収 １月２６日(土)

14 木 スキー教室（6年）

20 水 中学校教員による出前授業(6年)

八千代小だより
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校長

友達や近隣の方と、「月日が経つのを早く感じるね」といった会話を交わすことがよくあります。
そういえば、２０～３０代の若い頃はあまりこんなふうに感じたことがなかったように思います。
年齢を重ねると、多くの人がこのように思うのかもしれません。２月は２８日間。他の月より２、
３日短いだけですが、今月はことのほか早く過ぎていくのでしょう。
さて、先月１月１７日は、阪神・淡路大震災が起きてから２４年目にあたる日でした。当時、私
は黒田庄町の桜丘小学校に勤務していました。２月１１日に黒田庄中学校の教職員、生徒の皆さん
と一緒に、神戸市中央区の「山の手小学校」に、道具を持って炊き出しボランティアに行きました。
中学生はグラウンドのゴミ拾いをしたり校内の掃除をしたり、私たちが手の届かない所をこまめに
動き回ってくれました。私は炊き出しの合間をぬって、温かいまぜご飯と味噌汁を持ち、一人のお
ばあさんに付き添って３階まで運びました。おばあさんは教室に着くまで、「ありがとう」「ほん
まにありがとう」と何度も何度もお礼の言葉を言われました。今でもその時の姿は、脳裏にしっか
りと焼き付いています。
テレビでは毎日、被災地の様子を目にしていましたが、実際に現地へ足を
運び、自分の目で見たり被災された方々に出会ったりして、人と人が支え合
い、助け合い、繋がり合って生きていくことの大切さや素晴らしさを、改め
て強く感じました。また、毎日３度の食事を食べ、健康で日常生活が送れる
ことに感謝しなければならないと思いました。防災学習の際には子どもたち
にも、地震の様子等に加えて、「安全で健康的な日常生活が送れることに感
謝しよう」という話もしました。
まだまだ寒さが続く毎日。全国的にもインフルエンザが猛威を振るっています。健康管理には十
分に留意して、２月の様々な教育活動に力いっぱい取り組んでいきたいと考えています。引き続き
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☆
５年生 食育指導

１月１０日(木)

給食センターの栄養教諭の先生による食育指導は、今回、５年２組でお世話になりました。この日
の献立は、「黒豆ごはん」「じゃがいものそぼろ煮」「チーズのすり身巻き」「キャベツのしらす
和え」「牛乳」でした。
まず、栄養教諭の先生が、「野菜を一口食べて、何回噛んだか数えてみましょう」と言われまし
た。子どもたちは真剣な表情で、数を数えながら口を動かしていました。食べ物を口に入れた時に
は、一口で３０回以上噛むことが大切だそうです。ちなみに弥生時代（卑弥呼の時代）には、１回
の食事で約４,０００回も噛んでいたそうです。ところが、現代では約７００回と、弥生時代のおよ
そ６分の１の回数です。もちろん個人差はあるでしょうが、食事の時に噛む回数が、昔と比較して
かなり減っていることは間違いなさそうです。
次に、噛むことの効用については、「ひみこのはがいぜ＝ひみこ
のはが(い)いぜ」という意味になぞらえて、「ひ：肥満予防」「み
：味覚ハッキリ」「こ：言葉ハッキリ」「の：脳が働く」「は：歯
の病気予防」「が：がん予防」「い：胃腸の健康」「ぜ：全力が出
せる」と、教えていただきました。食事時に、よく噛んで食べるこ
とで、様々な効用があることがわかりました。教えていただいたこ
とを頭におき、いつもより少し「噛むこと」を意識して食事をとっ
ていきたいですね。

４年生 手話＆手話歌体験学習 １月１１日(金)・１６日(水)
総合的な学習で、福祉学習の一環として手話体験をしました。今回は、手話を使って生活されて
いる方と手話通訳の方に、講師として来ていただきました。
まず、講師の先生から、耳が聞こえない人がどのようにして普段の生活を送っているのかという
話を聞きました。目覚まし時計は音が鳴るものではなく、振動するものを使い起きているという話
や、手話の他にも口話や筆談といった方法でコミュニケーションをとるということなど、耳が聞こ
えない人の生活について知ることができました。体験の最後には、手話で自分の名前と誕生日を伝
えることに挑戦しました。事前に練習していたこともあり、全員しっかりと伝えることができまし
た。子どもたちからは「ちゃんと伝わってよかった」、「また手話を使ってみたい」という声が聞
かれ、とても楽しく学習することができました。
次の週には、手話体験の発展として手話歌学習に取り組みました。「世界がひとつになるまで」
という曲を手話で表現することに挑戦しました。歌いながら手話をすることは、なかなか難しかっ
たのですが、講師の先生に分かりやすく丁寧に教えていただいたこともあり、少しずつできるよう
になっていきました。難しいながらも子どもたちは笑顔で楽しく体験することができました。２つ
の学習とも、子どもたちは講師の先生の話をきちんと受け止め、熱心に学ぶことができました。

防災献立の日（給食）

１月１７日(木)

平成３１年１月１７日、阪神・淡路大震災が発生してから、２４年目を迎えました。今年はこの
日に合わせて、防災食が用意されました。メニューは「五目ご飯（防災食）」「豚汁」「さばかん
のトマト煮込み」「きりぼし大根のはりはり漬け」
などでした。
３校時終了後、防災食として備蓄されている「五
目ご飯（アルファ化米）」に水を注ぎ、準備をしま
した。約１時間でお米が膨れ、給食の時間に食べま
した。子どもたちにとっては、初めて食べる防災食
でした。感想を聞いてみると、予想していたよりは
良い味だったようで、「ちょっとぱさぱさしているけど美味しい」といった声が聞かれました。

避難訓練＆防災学習 １月２２日(火)
インフルエンザによる学年閉鎖があったため、日時を変更して避難訓
練と防災学習を行いました。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）をきちんと守り、スム
ーズにグラウンドへ避難しました。
その後、体育館へ移動して防災学習を行いました。地震の時は、まず、
机の下などに入って自分の身を守り、揺れがおさまってから避難するこ
とが大切です。阪神・淡路大震災の写真等を提示しながら地震の怖さを
話し、地震だけでなく災害から、まず自分自身の身を守ることと共に命
の大切さを語りかけました。
また、教室では防災学習の一環として「キッズ防災検定」にも取り組
みました。低学年には少し難しかったかもしれませんが、様々な災害に
対応していくための知識を身につけることができました。今後も阪神・
淡路大震災の教訓等を、しっかりと語り継いでいかなければならないと
思っています。

第２回多可町小学校統一漢字・計算力テスト １月１５日(火)
２学期までに学習した漢字や計算の力を試すために、第２回多可町小学校
統一漢字・計算力テストを実施しました。冬休みに練習問題が配布され、こ
の中から学年に即した問題数で出題されました。子どもたちは冬休みにしっ
かりと練習に取り組み、その成果を発揮しようと真剣な表情でテスト問題に
向き合っていました。１年生から５年生は、春休みにも練習問題が配布さ
れ、新学期の４月に第３回目のテストが実施される予定です。

５・６年生 北播小学生駅伝カーニバル

１月１９日(土)

第３３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。５市１町の２６校から１２２チームが参加し、本校
からは５年女子、６年男子の各１チーム、計２チーム１０名が参加しま
した。競技は一人約１,６００ｍの周回コースを５区、５人でタスキを
つなぎます。
例年、この大会は「大寒」の頃、厳しい寒さのなか行われることが多
く、過去には小雨が降りしきる悪天候で実施されたこともありました。
しかし、今年は例年になく気温が高い冬晴れの下、競技が進行していき
ました｡毎年、ハイペースでレースが展開し、中学生のような走りをする
選手も見かけます。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るとともに、苦しくても歯を食
いしばり最後まで全力で走り抜きました。
１２月のマラソン大会が終わってから本番までの約１カ月間、子ども
たちは早朝練習や放課後練習等で、仲間とともに練習に励んできまし
た。しんどくても練習を頑張り抜いたこと、大きな大会で自分の力を試
すことができたこと等、この駅伝大会を通して心も身体も鍛えることが
できました。この経験は必ずプラスになると信じています。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３３回北播小学生駅伝カーニバルの結果】
☆５年生以下女子の部 １２位（３１チーム参加）３３分０１秒
☆６年生以下男子の部 ２８位（３２チーム参加）３３分０９秒

全校縦割り班遊び

１月２４日(木)

２校時終了後、業間の時間を活用して全校縦割り班遊びを行いました。縦
割り班は２０班あり、１年生から６年生までの異学年による編成で、１班あ
たり１２、１３人です。鬼ごっこ、ボールけり、ドロけい、大縄跳び、ドッ
ジボール等、６年生が考えてくれた遊びを各班で楽しみました。６年生の子
どもたちのリードで楽しいひとときを過ごすことができました。

目指せ縄跳びチャンピオン！
１月１６日（水）より、冬場の体力づくりの一環として、朝の全校縄
跳び運動を始めました。縄跳び運動は筋持久力や身体の調整力等を養う
のに適した運動です。子どもたちは朝の時間だけでなく、体育の時間や
休み時間等も活用し、練習に励んでいます。中庭には縄跳び専用のジャ
ンピングボードを設置し、二重跳び等の練習に使っています。これを使
うと楽にジャンプできるため、二重跳びなどのコツをつかみやすくなり
ます。２月上旬には、各学年で「縄跳びチャンピオン大会」を計画して
います。一人一人が挑戦する
【縄跳び運動の取組：1/16 ～ 30】
種目を決めて友達と競い合い
火曜日：大縄跳びの練習（各学級）
ます。大会当日までに、いろ
水曜日：短縄跳びの練習（全校）
いろな技にチャレンジするこ
木曜日：短縄跳びの練習（縦割り）
となど、自分なりのめあてを
金曜日：大縄跳びの練習（各学級）
持って練習に取り組んでいま
す。

