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 令和４年が始まりました。本校に関係する皆様のご健康とご多幸を心からお祈りし、今年

一年が昨年より少しでも良い年になることを願って、新年のご挨拶といたします。 

 旧暦では、１月を睦月と呼びます。この和風月名は、旧暦の季節や行事に合わせたもので、

由来は諸説あるようですが「正月に親類一同が集まる、睦び（親しくする）の月」という意

味だそうです。改めてこれを読みながら、その光景が心から懐かしく愛しく感じられます。 

 年明けから急激に新型コロナウイルス感染症の陽性者が増え始め、再度予断を許さぬ状況

になってきました。１月７日には沖縄・広島・山口の三県に、まん延防止等重点措置の適用

も決まりました。学校が始まり集団生活の中での感染症に対する様々な取り組みは、まだ当

分続けなければなりません。これまで同様の「あい・て・ます・か」の実践、ご家庭では日々

の健康観察をどうぞよろしくお願いいたします。 

  

 裏面に記事を載せましたが、昨年１２月１１日（土）限られた条件のもと、島根小学校創

立６０周年記念式典を挙行することができました。保護者や地域、関係者の皆様に、この場

を借りて改めて御礼申し上げます。誠にありがとうございました。 

 式辞でも触れましたが、これからも多様性と多文化共生の国際社会を生き抜く力を育て、

次の時代へ確実につなげていくために、本校教職員は一層努力をして参ります。そして島根

小学校は、今後も地域の皆様に愛されながら、次の十年、次の二十年へと、発展をして参り

ますので、引き続きご支援のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 １７日間の冬休みには、全家庭でﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末の持ち帰りをいたしました。「おまかせ教室ﾗ

ｲﾝｽﾞ e ﾗｲﾌﾞﾗﾘ」や「ｷｰﾎﾞｰ島ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ」、「ｸﾞｰｸﾞﾙｸﾗｽﾙｰﾑ」やその他調べ学習など、家庭での

SNS ﾙｰﾙに沿って有効に活用してくださった事と思います。９月に全児童分の端末整備が済

んで以降、普段の授業でもﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末を利用しながら学習を進める機会が増えてきました。

これからはさらに工夫を加えながら「自ら情報を収集・整理・分析して課題を見付け、多様

な他者と協働しながら課題を解決する力」を育成することを目指して、学校教育の場で一層

ICT の活用を進めていきます。 

 今後、端末の持ち帰り機会も増えていくと思います。一人に一台貸し出しましたが、大変

高価な品物です。ご家庭でも大切に扱うように、引き続きご協力お願いいたします。また、

学校と家庭との持ち帰りでは、手提げに入れて持ち運びすることで、ぶつけたり落としたり

置き忘れたりという事故が区内でも報告されています。学校と家庭の往復は、ランドセルに

入れて持ち運びをすることを基本として指導をいたします。ご理解の程、よろしくお願いい

たします。 

学校だより 
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     １・２月の予定       

 

1月          行  事 ぱれっと 

１（土） 元日  

２（日）   

３（月）   

４（火） 閉校日  

５（水） 閉校日 教材費等引落日  

６（木）   

７（金） 冬季休業日終  

８（土）   

９（日）   

１０（月） 成人の日  

１１（火） 朝会 授業再開 安全指導 ４時間授業 なし 

１２（水） 給食始 ぱれっと始 １・５・６ 

１３（木） 書き初め会（３・４） 補習（高） 巡回相談 ２ 

１４（金） 
書き初め会（５・６） ５時間授業  

短縄旬間終 
３・４ 

１５（土） 土曜授業 環境学習出前講座（６） なし 

１６（日）   

１７（月） 
朝会 もりもり給食ウィーク始 補習（低） 

しらかば読書旬間始 
４・５・６ 

１８（火） 発育測定（５・６） ２ 

１９（水） 委員会 アウトリーチコンサート（１） １・５・６ 

２０（木） 
発育測定（３・４） 書き初め展始  

補習（高） 
３ 

２１（金） 
もりもり給食ウィーク終 発育測定（１・２） 

B時程６時間授業 通学路点検 
３・４ 

２２（土） あだち子ども将棋大会  

２３（日） あだち環境かるた大会  

２４（月） 朝会 補習（低）  ４・５・６ 

２５（火） ５時間授業 ２ 

２６（水） クラブ（３年生見学） １・５・６ 

２７（木） 書き初め展終 社会科見学（５） 補習（高） ２ 

２８（金） 
しらかば読書旬間終 交通安全教室（３・５） 

B時程６時間授業 
３・４ 

２９（土）   

３０（日）   

３１（月） 朝会 校外学習（３） ４・５・６ 

２月 行 事 ぱれっと 

1（火）  ２ 

２（水）  １・５・６ 

３（木）  ３ 

４（金） 展覧会（児童鑑賞日） ３・４ 

５（土） 土曜授業 展覧会（保護者鑑賞日） なし 

予定は変更になる場合があります。 

☆ 書き初め ☆ 

今年度も書き初め会、書き初め展を行いま

す。感染症対策のため、全学年１・２・３組

に分かれての展示公開になります。児童のい

ない時間帯での公開となっております。ご了

承ください。 

 

＜書き初め展公開日時＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜書き初め展公開時間＞ 

１５時３０分～１６時４５分 

 

＜公開場所＞ 

各階ワークスペース 

大ねっこのひろば（１階・保健室前） 

※教室内には入ることができません。 

 ご了承ください。 

※お子様の学年の昇降口から入っていただ

き、靴はお持ちになって御覧ください。 

※１７時には昇降口を施錠します。 

【全学年１組】 

１月２０日（木）・２５日（火） 

 

【全学年２組】 

１月２１日（金）・２６日（水） 

【全学年３組】 

１月２４日（月）・２７日（木） 

１月の避難訓練は予告なしで行います。 



 

 

 

 

 
青木 哲夫 

昨年１２月１１日（土）に創立６０周年記念式典が行われました。たくさんのご来賓や地
域の方々をお迎えし、まさに島根小学校は、多くの地域の方々に支えられている学校である
と実感しました。 
 始めのアトラクションでは、6 年生の呼びかけと「sing，sing，sing」の演奏を見事に披
露しました。在校生の代表としてふさわしい立派な姿だったと思います。その後の式典では、
来賓の方々のご祝辞をいただきました。近藤やよい区長の御祝辞の中に「みそあじ」という
言葉がありました。 
「みそあじ」は本校の重点目標で、 

み・・みだしなみ  そ・・そうじ  あ・・あいさつ  じ・・時間を守る 
という生活の基本となることを学校全体で取り組んでいくというものです。５年ほど前から
取り組んでいて、今では、立ち止まって挨拶をする子 チャイムとともに遊びをやめて学習
に取り組む子、靴箱のかかとをしっかりそろえる子など多くのしまねっこを見るようになり、

すっかり定着しています。まさに学校の力と言えます。 
 
今回 60 周年という節目を迎えましたが、代表委員会から提案された「未来へと きずな

つなぐ 島根っ子」を合言葉にして、島根小はこれからも発展していきます。まずは今日、
そして明日、さらに１か月後、１年後、・・・10 年後というように一歩一歩着実に進んでい
きます。 
保護者の皆様、地域の皆様、これからも引き続き島根小の応援をよろしくお願い致します。 

 
 

 

 

６０周年記念式典 

 ６年生は、この日のために夏休み明け

から練習を始めていました。6 年生の息

の合った演奏を、たくさんの方がほめて

くださっていました。さすが、島根小学

校の最高学年のみなさんです。 



５年生 ： 大きく 成長 鋸南自然教室 

１２月８・９日の２日間、鋸南自然教室へ行って参りました。 

マザー牧場や鋸山では、雄大な景色を見て、感動の声が上がりました。子ども達の感想には、

「自然に触れて、その美しさや大切さがわかった。」宿舎での生活を振り返り、「みんなでお風

呂に入ったり、寝たりしたのが初めてで緊張したけれど、とても楽しかった。」「みんなで協力

してやることの楽しさや、班長としてまとめることの難しさを知った。」「みんなで自立しよう

と 

 

 

 

 

 

 

６年生 ： 小学校生活、最初で最後の宿泊学習！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然教室に行きました！ 

と声を掛け合って頑張った。また行きたい。」など

とありました。文中に、「みんなで・協力・自立」

という言葉が多く見られ、これらを意識して生活で

きたことに大きな成長を感じました。 

４月からは、いよいよ最高学年です。信頼される

６年生を目指して、これから３か月間、「協力と自立」

を合言葉に日々の学校生活を充実させていきます。 

 

12 月 2・3 日の 2 日間、日光自然教室に行って参り

ました。初日は雪の舞う中、奥日光の源泉に触れること

ができました。キャンプファイヤーではダンスもし、楽

しいひと時を過ごせました。 

 
2 日目、東照宮では、ガイドさんの説明を真剣に聞く姿が多くありました。日光木彫りセン

ターでは、「ヒッカキ刀」と呼ばれる三角刀を使い、日光彫りに挑戦しました。難しさを感じ 

 
ながら真剣に取り組み、伝統文化に触れることがで

きました。2 日間の生活でしたが、6 年生としての

たくさんの成長が感じられました。 

今回の学習を生かして、残りの島根小学校での生

活における成長、活躍する姿が楽しみです。 

 



５年生 ： 大きく 成長 鋸南自然教室 12 月 2・3 日の 2 日間、日光自然教室に行って参りました。 

初日は雪の舞う中、奥日光の源泉に触れることができました。キャンプファイアーではダンスもし、楽しいひと時を過ごせました。 

 

１２月８・９日の２日間、鋸南自然教室へ行って参りました。 

マザー牧場や鋸山では、雄大な景色を見て、感動の声が上がりま 

した。子ども達の感想には、「自然に触れて、その美しさや大切 

さがわかった。」宿舎での生活を振り返り、「みんなでお風呂に入ったり、寝たりしたのが初めてで緊張したけれど、とても楽しかった。」「みんなで協力してやることの楽しさや、みんなをまとめること

の難しさを知った。」「みんなで自立しようと声を掛け合って頑張った。また行きたい。」などとありました。文中に、「みんなで・協力・自立」という言葉が多く見られ、意識して生活できたことに大き
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６年生 ： 小学校生活、最初で最後の宿泊学習！ 

12 月 2・3 日の 2 日間、日光自然教室に行って参りました。 

初日は雪の舞う中、奥日光の源泉に触れることができました。 

キャンプファイアーではダンスもし、楽しいひと時を過ごせました。 

2 日目、東照宮では、ガイドさんの説明を真剣に聞く姿が多くあ 

りました。日光木彫りセンターでは、「ヒッカキ刀」と呼ばれる 

三角刀を使い、日光彫りに挑戦しました。難しさを感じながら 

真剣に取り組み、伝統文化に触れることができました。2 日間の生 

活でしたが、6 年生としてのたくさんの成長が感じられました。 

今回の学習を生かして、残りの島根小学校での生活における成長、 

活躍する姿が楽しみです。 

 


