第３回授業参観日、多数の参観ありがとうございました
２学期最初の授業参観は 10 月 14 日(木)でした。運動会から一ヶ月が経過し、どの

美山小学校たより

学年も１学期からの成長と、集中して学習に取り組む姿を見ていただくことができた
と思います。ご多用の中、８割を超える参観をいただき
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また、10 月 15 日の土曜活動では、読書ボランティアさんによる「読み聞かせスペシャル」があ
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りました。はじめは、鶴ヶ岡の「赤ずきん」さんによる創作紙芝居でした。「力持ちの権助じいさ
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：

美山小学校・体育館

ん」は、鶴ヶ岡豊郷地区の洞に約 400 年も前から伝わる実際にあった話を元に自分たちで紙芝居に
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：

特任研究員

小谷

清子

様（管理栄養士）

した。人形のユーモラスな動きに子どもたちは大喜びでした。人形の使い方や演出も工夫たっぷり

栄養教諭

古谷

佳世

様（美山中学校）

でした。なんと本物の猟師さんが後ろから現れると、みんなの興奮も最高潮となりました。猟師さ

当面の主な行事予定
10月
27日(木) 避難訓練、クラブ
28日(金) 駅伝・持久走前内科検診
31日(月) 読み聞かせ、ＡＬＴ、就学時健診
11月
１日(火) 3校時授業(給食なしで下校)
２日(水) 体重測定
３日(木・祝) 文化の日
４日(金) 持久走記録会、外国語、駅伝試走
７日(月) PTA あいさつ運動（青少協共催）
８日(火) 外国語、ＡＬＴ、人権の花運動
９日(水) 朝会、防火ポスター表彰式
10日(木) クラブ
11日(金) 総合外国語
12日(土) 南丹船井小学校駅伝(園部会場)
14日(月) 読み聞かせ
15日(火) 食に関する研修会9:30～
授業参観、親子活動4年

東

あかね

様

～魚と健康～

されたそうです。ＢＧＭの生演奏もあり、紙芝居をスクリーンに大きく写してくださったので見や
すく、自分たちの地域に伝わるお話ということで

子どもたちもとても熱心に聞き入っていまし

た。続いて、知井の「おむすび」さんの人形劇でした。絵本の読み聞かせの横で人形劇が始まりま

17日(木) 文化芸術巡回公演「稲むらの火」
18日(金) 総合外国語
19日(金) 京都丹波キッズ駅伝(園部会場)
21日(月) 読み聞かせ
22日(火) 外国語、ＡＬＴ
23日(水・祝) 勤労感謝の日
24日(木) クラブ
25日(金) 美山小学校学力向上研究指定
研究発表会、下校14:25
28日(月) 読み聞かせ、児童委員会
29日(火) 外国語、ＡＬＴ
30日(水) 4校時授業
12月
３日(土) 土曜活用授業日「学習発表会」
美山福祉のつどい
５日(月) 読み聞かせ
６日(火) 外国語、ＡＬＴ
７日(水) 朝会、漢字大会、人権旬間開始
８日(木) 算数大会
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んは舞台の中に入っていき人形たちと共演し、臨場感あふれる場面にハラハラドキドキしました。
さらに、この日には、弁当の日の取組として、５年生が栽培し収穫した米を使って、全校児童がお
にぎりづくりを体験して味わいました。
10 月 19 日には、南丹市内の５・６年生が、南丹市園部公園陸上競技場に集まり、100ｍ走等の競
技を行い、自己記録の更新を目指しました。美山小学校として出場する初めての陸上運動交歓記録
会は、思い出深いものとなりました。
みやまっ子は、様々な本物体験を通して学びを深めています。

さて、10 月 21 日には、鳥取県で震度６弱を記録する地震が発生しました。被災されました皆様
に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り致します。緊急地震速報が発表
される中、本校でも震度３程度の揺れを感じ、余震を想定して、子どもたちは、放送での指示のも
と、しっかり頭を机の下に入れ、自分の身を守る行動を取ることができました。いつ、どんな時
に、地震が発生するか分からないことを、改めて痛感しました。日本列島は、まさに地震列島で
す。子どもたちに「自分の命は自分で守る」ことの大切さをしっかり考えさせたいと思います。
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５年生

１年生 サツマイモ掘りをしました
10 月 18 日に宮島の和泉地区の畑でサツマイモ掘りをしました。農業委員会の皆様に

熱く燃えた陸上交歓記録会

10 月 19 日、南丹市園部公園の陸上競技場で南丹市小学生陸上運動交歓記録会が行わ
れ、本校から５年生と６年生が出場しました。どの種目でも、歯を食いしばりながら全

掘り方を丁寧に教えていただきました。
子ども達は、サツマイモがたくさんつながってなっていることや様々な大きさや形の
サツマイモがあることなどを知り、新たな発見に驚き喜びました。たくさんの大きなサ

力で取り組む姿は大変素晴らしかったです。
また、応援席で応援をしていると、応援の掛け声が決まっている学校があることに気
付き、「先生、わたしたちも何か決めましょう！」という声が上がりました。その場で

ツマイモを掘ることができ、楽しい気持ちがふくらみました。
子ども達は、農業委員会の皆様に励ましていただいたり優しく教えていただいたりし

ぱっと考えることができず、８００ｍ走を走っている友達を応援しながらもどうしよう

て、皆様と一緒に活動をさせていただく楽しさを味わうことができました。また、貴重

かと悩んでいると、「がんばれ、がんばれ、…。」と、手をたたきながら応援を始める

な体験をさせていただき、感謝の気持ちを感じております。

子が出てきて、いつしかその掛け声にその他の子ども達の手拍子と声が重なって増えて
いきました。その後、少しアレンジもしながら、美山小の仲間を応援しました。「先
生、（応援でたたきすぎて）手がしびれます。」「喉が渇いた。」と言っている子がい
るほど、応援も白熱しました。一生懸命競技にはげむ姿と、一生懸命応援する姿は、見
ていて胸が熱くなりました。

―２年生―

人や自然とかかわっています！

―生活科―

10 月 13 日、やすらぎホームに行きました。歌、音読、踊りの
発表。茶つみの手遊び読み聞かせ、かたもみ、かたたたきの交流
をして、おじいちゃんおばあちゃんはとても喜んでくださいまし
た。涙を流しておられる方もおられました。子ども達も楽しい時
間を過ごし、満足いっぱい。お礼の気持ちをお手紙に書きました。

６年生

劇団四季ミュージカル鑑賞＆二条城見学!!!

10 月６日（木）に校外学習に出かけました。今回の行き先は、京都劇場と二条城で
す。京都劇場では、劇団四季のミュージカル「ガンバの大冒険」を鑑賞しました。これ
は、劇団四季と協賛企業とが社会貢献活動の一環として実施している「こころの劇場」
京都公演小学生特別招事業によるものです。
ほとんどの児童が初めて鑑賞するミュージカルで、伸びやかな歌声やキレのあるダン
スなどに魅了され、普段の教室だけでは味わえない刺激を受けていました。

10 月 21 日、岩江戸公園探検に行きました。ススキ、さざんか、どんぐりの実とい
った植物、バッタ、チョウ、幼虫といった虫・・秋をいっぱい見つけました。そして、
みんなが楽しめるように、広場や水飲み場、トイレがあると
いった工夫にも気付きました。広場でクラス遊び「バナナお
に」を楽しみ、公園を後にしました。

午後は、地下鉄で二条城に移動し、社会科の歴史学習や、外国人観光客との交流など
をしました。社会科で学習した江戸幕府最後の将軍徳川慶喜が大政奉還の決意を大名に
伝えた場所を実際に見て、壮大な歴史に思いをはせていま
した。また、外国人観光客へのインタビューなど日常の学
習と結んで、学ぶことができた１日となりました。

←
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インタビューした外国の方といっしょに記念撮影!!!
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こだま学級
マツモトの見学でわかったこと
３年

たけうち

ゆずき

マツモトでは、入ったらすぐに、やさいがならべてありました。パプリカ、に
んじん、トマト、たまねぎなど、たくさんやさいがならべてありました。おきゃ
くさんが買いやすいように、きれいにならべてあるのを見て、ぼくはうれしくな
りました。
次に、魚を見ました。本当は、入ってはいけ
ないところに、今日だけとくべつに入れてもら
いました。さんま、さけ、さば、たい、ぶりな
ど、いろんな魚を切っているところを見せても
らいました。おさしみの魚をななめに切ってい
るところや、生きている魚を切っているところ
をはじめて見て、ドキドキしました。切ってもまだ動いている魚を見て、ドキド
キしました。
お肉のコーナーでは、きかいでかしわを切っているところを見ました。すごい
はやさで、どんどんかしわがうすく切れていって、ドキドキしました。
ほかにも、おすしやなっとうなど、１万しゅるいぐらいの商品があると聞いた
ので、びっくりしました。
今日は、たまごの日で、１パック 88 円でし
た。火曜日だけだそうです。たくさんのおきゃ
くさんに来てもらうためのくふうをしていまし
た。
さいごに、アイスやプリン、れいとう食品な
どが入れてあるれいとうしつに入りました。さ
むくてぶるぶるふるえたけど、その中に入っ
て、うれしかったです。
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３年生
「スーパーマーケットをたくさんのお客さんが利用するわけ」を調べるために、スー
パーマツモト新そのべ店に見学に行ってきました。
まずは、お店の玄関である正面入口に移動し、「入口には旬の野菜や果物を置く。そ
して、お客さんに季節を感じてもらう。」と入口の秘密を教えていただきました。その
後、売り場を少しずつ移動しながら、商品が青果・海産物・精肉・デリカ、日用品など
部門毎にまとめて置いてあることや生鮮食品の商品ケースには、冷たい空気のカーテン
があることなど、売り場の工夫も教えていただきました。
いつもお家の方と買い物に来て「何があるんだろう？」といちばん興味があるお店の
裏「バックヤード」も見学させてもらいました。両開きの扉を開けるなり、「わぁ。」
と歓声が上がり、「先生、あれ何なん？」、「へえ、ここで切ったり、袋詰めをしては
るんや。」と、子どもたちの視線があちらこちらに動き、興味を持って見学していまし
た。魚の調理場では、解体する前の大きなブリをわざわざ子どもたちの前まで見せに来
て触らせてくださったり、肉の調理場では、大きな肉のかたまりやスライサーを、お惣
菜の調理場では、揚げ物を作っている様子なども見学させてくださりました。
また、商品を保存する大きな冷蔵庫や冷凍庫にも入らせていただき、
家庭の冷凍冷蔵庫とは違う工夫も教えていただきました。
店内見学の後、みんなで考えた質問をして、さらに学習を深めました。

４年生

1 日

最 高 学 年 ！ ！

5・6 年生が陸上交歓記録会で不在の留守を預かり、4 年生は最高学年として、毎日
高学年がしてくれている委員会の仕事をしました。4 年生は委員会に入っていないの
で、いつも高学年が動いている様子を思い出しながら、見よう見まねで「放送」をした
り、「給食」の挨拶や献立メッセージを読んだり、一斉下校の司会をしたりと、委員会
の仕事を体験しました。
また、昼休みには全校遊びを計画し、「バナナおに」をしました。みんなが楽しめ、
ルールも分かりやすい遊びということで、事前に考えました。楽しんでくれていたこと
を嬉しく思い、「やってよかった！」と感じた子ども達でした。
「５・６年生って大変なことしてくれてはるんやなぁ。」ということを、身をもって
体験することができ、来年 5 年生になる自分たちの姿と重ね
合わせ、頑張ろう！！と意気込んだ子ども達でした。
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