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「先生、ふきのとうがでてますよ。」と、４年
生の子が教えてくれました。校門の近くの植
え込みをかき分けてみると小さなふきのとうがありました。真冬とは思えない暖かな気
候に、少し早めに芽をだしたのかもしれません。

災害から学ぶこと

平成７年１
月１
７日午前５時46分、淡路島北部を震源とする大きな地震
（「阪神・淡路大震災」）が発生し、京阪神の広い範囲に甚大な被害を
もたらしました。また、その後も、新潟県、熊本県、東北地方と相次いで想像を超える大きな
地震が起こりました。時間の経過とともにもとの景色を取り戻しつつありますが、まだ瓦礫が
残っているところもたくさんあり、いまだに行方不明の方もおられます。大切な家族、友達、
仲間の命、生まれ育った家やふるさとを突然奪われた悲しみは決して癒えることはありません。
亡くなられた方への哀悼とともに、私たちはこれらの大震災から学んだことを教訓として活か
していかなければならないと思います。
１月17日は「防災とボランティアの日」、１月15日から21日までが「防
災とボランティア週間」とされています。本校でも１月20日（月）の休
み時間に、地震からの火災による避難訓練(予告なし）を行いました。
いつもの訓練は、校内の緊急放送で全校児童に避難についての指示を出
して行いますが、今回は、地震による停電のため放送機器が使用できな
いという設定（担任の先生たちにも伝えていません）で行いました。教
師の肉声による避難の指示を聞き、子どもたちはそれぞれがいた場所から運動場に避難しまし
た。先生たちは残っている子がいないか、各階を確認しました。休み時間におこなったので、
中には下級生の手をつないで避難する子もいました。またこれまでの訓練の経験を活かし、実
際には煙は出ていませんが、ハンカチや手で口と鼻を覆ったり、頭を守ったりして避難する子
がたくさんいました。地震はいつ、どこで、何をしている時に起こるかわかりません。こんな
場合はどうしたらよいのか、どんな時でも大切なことは何かを学級で考え合いました。平成７
年１月 17 日の前夜、「『おやすみ』と言ったけれど『おはよう』は言えなかった。」と、震災で
兄弟を亡くされた方の記事が新聞に載っていました。
防災の意識を持ち、命を守るための行動をとる。どんな時でも助け合う。自分もまわりの人
も大切にする。学ぶべきことがたくさんあります。
２月の終わりには６年生を送る会があります。この一年間の振り返りや、新しい出発に向け
ての準備もしていきます。全校児童７９名一人一人が、達成感と希望を持てるようなまとめを
しっかりと行いたいと思います。
２月も保護者の皆様・地域の皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。
校長 野田 千鶴
教職員一同
＜小小連携＞
小学校と中学校やこども園との交流・連携だ
けでなく、小学校同士のつながりも大切にしています。由良川小学校とは、１年生の時か
ら教科や学校行事などを一緒に行う機会を持っています。先日は１年生が由良川小学校の
１年生と一緒に、「ものの名前」（国語）の学習のまとめとして、名前を分類して、お店屋
さんをつくり楽しく学習しました。継続して交流しているので、６年生で一緒に修学旅行
に行くときには、同じ学校の友達のように自然にかかわっています。

小中一貫で子どもを育てる

あずきご飯給食

５年眞下さん招待 1/10

あずきぼりやお米
作りをお世話になった
久田美営農組合の
眞下新一様を招待
し、5 年生と一緒に
給食を食べていただ
きました。この日の給食はみんなで収穫したあずきの入った
「あずきごはん」です。おいしく楽しくいただきました。また、5 年
生からの感謝のお手紙も渡し
ました。地域の方にいろいろなこ
とを教えていただきながら、よい
体験をさせていただいています。

遊歩時避難訓練 1/20
今回は、児童にも教師にも詳しい日時を知らせず
に、地震が来てその後火災発生の想定で行いました。
また、急なアクシデントとして、放送設備が壊れて使えな
いという場面を想定し、口伝えで火事の発生を知らせる
という訓練を行いました。予期せぬ出来事が起こった場
合、とっさの判断が大事です。命を守るために、どうすれ
ばよいか一人一人が確かめ、どうすることが一番大事な
のかを考えるきっかけにもなりました。

校内図工展・書き初め展・授業参観 1/22,23
祖父母参観・図工展・書き初め展には、たくさんお越しいただきありがとうございました。
本年度最後の通常の授業参観でした。おうちの方にいいところを見てもらおうと、子どもたちががん
ばっている姿を見ていただけたのではないかと思います。
作品展には、アイデアいっぱい、工夫いっぱいの作品が並びました。子どもならではの発想で、自分
の思いを存分に表現しました。楽しみながら観賞していた
だけたでしょうか。
子どもたちの豊か
な発想を豊かに表
現する力を今後と
も育てたいと考え
ています。

４年

お茶の心

１/23

４年生は、総合的な学習の時間に「お茶に
ついてくわしく知ろう」という学習を進めています。
上漆原の有本枝津様他２名の方にお茶の作
法について教えていただきました。茶道の時に使
う道具やその名前を知り、お菓子のいただき方、
お点前の仕方など、たくさんのことを教えてくださ
いました。甘くておいしいお菓子の後のお抹茶の
おいしさを味わうとともにおもてなしの心を学びまし
た。

京都府学校文化祭 第 50 回美術展覧会
３年 竹ノ内 葵 さん
本校から上記の児童が選ばれました。本部展（京都市内）で展
示されます。

舞鶴市立小中学校教育美術展 2/15、16
本校から、次の児童の絵画作品を出展します。市内の小中学
生の作品がたくさん展示されます。ぜひ足をお運びください。
1 年 仲川 朝陽さん
山脇 綾乃さん
2 年 眞下 まなみさん
中野 覇月さん 佐治 颯士さん
3 年 谷口 大輝さん
山川 弘眞さん
4 年 髙田 昌和さん
霜尾 慶三さん
5 年 兼松 諒 さん
樋口 颯真さん
6 年 服部 真歩さん
本田 総司郎さん

2 学期いじめアンケートより
11 月に第 2 回のアンケートをとり、個別の面談を行いました。また、人権月間として、各学級や児童会などでも、
様々な取組を行い、自分のことや相手のこと、周りのみんなのことを振り返る機会をたくさん持ちました。アンケートや面談
の中や日々の子どもたちの言動や様子からつかんだ様々な事象について、校内いじめ防止対策会議などで、職員間
で共通理解を図り、分析・対策・方針について話し合いました。いじめ事案に対する結果は、第 1 段階で 23 件の事象
があがりました。それら一つ一つについて丁寧に聞き取りを行い、お互いに話し合ったり、保護者とも連携したりしながら
解決に向け指導しました。
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1/27～31

いながら、指導していきたいと考えていま
す。お子様の様子で気付かれたこと、気
になることなどがありましたら、学校までお
知らせいただきますようお願いします。

給食集会 1/27

給食週間には、食について関心、知識を深め、感謝する
心を育てることを目指し取り組んでいます。今年は、「感謝
して食べよう」を重点に置いて取り組みました。給食委員
会から、「感謝の気持ちを伝えるためにできること」につい
ての発表があり、それぞれがこれまでの食生活を振り返り、
これからのめあてを考えまし
た。また、期間中に栄養士の
塩田先生から、栄養指導の授業を受けました。１年
「なんでも食べよう（３つのなかま）」２年「野菜を食べ
よう」3 年「かむことの大切さを知ろう」４年「元気なか
らだとうんこの関係について知ろう」５年「じょうぶな骨
をつくろう」６年「１日のスタートは朝ごはんから」の内容で学習しました。また、２９日には
ペア学年やいろいろな先生との交流給食を行いました。給食委員会が中心となり、給
食に関する話題を交流しながら楽しくいただきました。その他にも日頃の感謝の気持ちを
込めて調理員さんや納入業者さんに、メッセー
ジを届けました。日々何気なくいただいている給
食に多くの方の苦労や努力があることなど、食
についてたくさんのことを学びました。生きていくう
えで欠かせない食について学ぶ機会を今後も
増やしていきたいと考えています。

第７９回全国教育美術展
入賞おめでとうございます
入選
４年 村上 侑央さん
４年 山﨑 那月さん
５年 仲川 朋来さん

佳作
２年
４年
４年
４年
５年
５年
５年
５年

佐治
有本
淡路
日置
谷口
羽賀
眞下
増茂

颯士さん
れいあさん
絢晟さん
歩風さん
莉愛さん
凜太郎さん
穂香さん
一花さん

