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一雨ごとに秋が深まり夜寒を覚える頃となりました。スポーツの秋、読書の秋、勉学の秋・・・何をするにも適
した季節です。給食の時間、子どもたちの様子を見に各教室を回ったら、おかずやご飯をおいしそうに頬張る
姿を見て、まさに食欲の秋であることも実感しました。
10 月６日（金）の 1 学期の終業式では、子どもたちのがん
ばったこと～真剣にお話を聴く姿・みんなのために働く姿・友
達と仲良くしている姿等を写真でふりかえりました。そして、
一人ひとりに手渡される通信表「あゆみ」を家族と一緒にじっ
くり見て、「ふりかえり名人のふりカエルくん」をヒントに生活や
学習についてしっかりふりかえりましょうという話をしました。

＜ふりかえり名人のふりカエルくん＞
① できたことは何か、考える。
② できなかったことは何か、
考える。
③ 次にやることを 考える。

10 月 10 日（火）の始業式では、アメリカの発明家トーマス・アルバ・エジソンの話をしました。子どもの頃のエ
ジソンは、「なぜ？」と、いつも疑問をもっていました。「なぜ？」「どうして？」「こまったな」は、次の新しい世界
を発見する扉です。エジソンは、「失敗を誤りだと言ってはいけない。勉強したのだと言いたまえ。」と言っていま
す。子どもたちに、２学期の学校生活や学習の中で、自分の問いや、お友達の問いを大切にしながら勉強して
いきましょうという話をしました。
先日、３年生の児童が数名、国語の学習で校長室にインタビューに来ました。３年生との質疑応答を通じ
て、言葉のキャッチボールをしながら心のキャッチボールをすることができました。なんだかとても心地よく、充
実した楽しい時間となりました。「質問」は、相手と親しくなるための扉でもあるんですね。
教育活動を充実させる２学期が始まりました。２学期もまた、保護者の皆様、地域の皆様のご支援をどうぞよ
ろしくお願いいたします。

◆２学期のスタート いつも えがおで いられるように◆
10 月 10 日（火）の始業式の後、全校児童に向けて、児童指
導担当の国井恭子総括教諭より、「２学期のスタート いつも
えがおで いられるように」というテーマでお話をしました。困っ
たり心配事があったりしたときは、一人でかかえこまないで周囲
の人に相談しましょうという話と、向田小学校の図書室の隣に
相談室がありハートフルスタッフの工藤恵子相談員が、相談に
のってくださることを伝えました。
夏季休業明けにも、学級担任から子どもたちに、自分自身の
命を大切にし、友だちの命を守ってほしいという願いをこめて
「いろいろと思い悩む時や、友だちの相談を受けて自分一人で
は解決できないと感じる時は、信頼できる大人に相談してくださ
い。先生をはじめ、周りの大人は、あなたたちの支えになりたい
と心から思っています。辛い時、困った時、一人で苦しまずに、
ぜひ声をかけてください。」というメッセージを伝えました。
相談室・・・毎週水曜日
・困ったことや心配なこと等相談票に書いてポストに入れてください。
・直接話してくれてもいいです。

ポスト↓
ポスト↓

◆４年生の心を一つに発表した南足柄市小学校音楽会◆
10 月１３日（金）に、南足柄市文化会館で南足柄市小学校音楽会が開催され、４年生 70 人が参加しまし
た。９月から練習を本格的に始め、学年の全体練習だけでなく、朝や休み時間にも自主的に練習する姿が多
く見られました。音楽会当日は、参加校最後から２番目の発表で、緊張も大きかったことと思いますが、２部合
唱「今日から明日へ」と、リコーダー奏「Go The Distance」を、広いステージいっぱいにみんなの心を一つにして
発表することができました。長い期間をかけ一人ひとりが努力しみんなで協力し、一つの音楽をつくり上げた経
験を大きな自信にしていってほしいと思います。
「Go The Distance」には、「最後までやりぬく」という意味があります。４年生の美しいリコーダーの調べは、
ふとしたときに私たちの心の中に流れ、勇気を与えてくれる応援歌となりました。

◆頑張ってきたことの価値は変わらないー南足柄市立小学校陸上大会―◆
南足柄市立小学校陸上大会前の 10 月 17 日（火）、５年生を中心に「６年生を励ます会」が行われ、１～５
年生全員で応援の気持ちを届けたり、６年生から参加種目の紹介や誓いの言葉が発表されたりしました。５年
生の真剣さ、６年生の学校代表としての自覚が伝わってくる素晴らしい集会になりました。
今年度は秋の長雨の影響で、市総合グラウンドで行われる南足柄市立小学校陸上大会は実施することが
できませんでした。その代わり 10月26日（木）に向田小学校グラウンドにおいて、福沢小学校と合同で陸上記
録会を行いました。「今まで頑張ってきたことの価値は変わらない」を合言葉に、自分の参加種目はもちろん、
応援でも、最高学年らしい態度で参加することができました。前向きに取り組む６年生の姿は、とても尊いもの
でした。保護者の皆様のご理解とご協力、本当にありがとうございました。

◆登下校の見守り・学習支援ありがとうございますー交流給食ー◆
日頃より、児童の登下校の安全の見守りや、学習
支援をしてくださっている方々に、感謝の気持ちを伝
えるために交流給食を行っています。（１～６年生）
子ども達は、多くの人に支えられながら学校生活を
送っているということを改めて感じることができまし
た。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

２年生・４年生の
交流給食の様子

◆１１月の第３日曜日は「家族の日」～平成２９年は１１月１９日（日）◆
生命を世代に伝え育んでいくことや、子育てを支える家族と地域の大切さに関する国民の理解を深めること
を目的に、平成１９年度から１１月の第３日曜日を「家族の日」とし、さらに、その前後１週間を「家族の週間」と
定めています。家族がいるから、家族とつながっているから一生懸命頑張れたり安心してくらせたりしていくこと
ができます。 人は、人とつながって生きています。家族や地域とのつながり、子どもを育てていく大切さを改
めて考える日にしていただければ幸いです。
１０月１２日より２日間、１年生１クラスを対象にインフルエンザによる学級閉鎖の措置を取りました。この
時季の学級閉鎖は南足柄市では経験がないということで、児童、保護者の皆様、地域の皆様におかれまし
ては大変ご心配をおかけしたことと存じます。手洗いうがい・マスク着用等の対応と、医療機関への早期受
診にご協力いただき、他学級での学級閉を防ぐことができました。また、１０月２３日には、インフルエンザに
よる欠席者は０人となりました。今後、学校としてもインフルエンザ等の感染予防に努めていきたいと思いま
すので、どうぞご協力をよろしくお願いいたします。

◆５年生の稲刈りと、６年生のささら踊り◆
10 月２日（月）、校長室にまで届く実によくとおる歌声のもとをた
どって行ったら、体育館で６年生がささら踊りの練習をしていまし
た。
この日の練習の最後に、６年生の先生から６年生の児童に、
「卒業に向けて６年生は、１～５年生に大切なことを伝えていかな
ければいけない時期となってきました。掃除の仕方など向田小学
校の児童として引き継いでいく大切なことは、まだあります。５年生
への足柄ささら踊りの伝承は、そういったことの象徴。足柄ささら
踊りだけを伝えるのではなく、先輩から引き継いだ大切なことを
一つ一つしっかり伝えていってほしいです。」というお話がありまし
た。
足柄ささら踊りの継承には、地域の伝統文化の継承とともに向
田小学校の伝統の継承という意味もあるのです。
本番当日は、秋空のもと広い田んぼで披露します。見に来てく
ださったみなさんの心に６年生の決意をしっかり届けられるよう取
り組むことが、時空を超えて伝統が継承されることにつながりま
す。練習に励む６年生の姿から、最高学年の気概を感じました。

「ささら」というのは、竹を短冊形に
切って束ねた楽器のことです。

10 月 11 日（水）に遠藤義邦さんの田んぼで、５年生が稲刈りの体験をさせていただきました。黄金色に
実った稲を１束ずつ刈り取る作業を通して、自分たちの食を支える米作りの仕事について学びました。
収穫後には６年生が、田んぼで向田小学校伝統の「足柄ささら踊り」を堂々と披露しました。
「足柄ささら踊り」は、江戸時代から南足柄地域に伝わったとされ、国選択無形民族文化財に指定され
ています。昭和 56 年（1981 年）～58 年に、保存会の方々から向田小学校の職員・児童にご指導をいた
だき、それ以降６年生は卒業までに５年生にこの踊りを引き継いできています。唄、演奏、踊りと、それぞれ
の担当児童が継承者としての誇りをもって練習を重ね本番を迎えました。伝統文化「足柄ささら踊り」は地
域の宝です。そして、地域の伝統文化を継承していく子どもたちの心意気も向田小学校の宝であり地域
の宝です。
むつみ幼稚園から見に来てくださ
った園児のみなさんも、向田小学校
の５年生も、先輩の「足柄ささら踊り」
を食い入るように見学していました。
男子２名の踊り手は、渡部久人さ
んよりいただいた手作りの衣装を着
てはりきって踊りました。
遠藤義邦さんご夫妻と弟さんのご指導のもと稲刈りを
させていただきました。稲刈り後は、落穂拾いのご指導
もいただきました。１粒のお米でも大切にすることから
落穂拾いも大切な仕事です。子ども達は熱心に拾って
いました。
さいとう

さんき

～落穂拾ふ顔を地に伏せ手を垂れて 西東 三鬼～

◇ 訂正 ◇
平成 29 年 9 月 27 日№７学校便りに記載しました「◆新設開校 40 周年記念 航空写真撮影◆」は、９月
14 日（木）でした。申し訳ありませんでした。

平成２９年度
日

１１月行事予定
学校行事等

曜

1日 水

安心安全の日（登校指導、防犯ブザー点検）

読書タイム

職員アルバム写真撮影

2日 木 読書タイム（１・２年読み聞かせ）

PTA学年委員会18:00

文化の日

3日 金
4日 土
5日 日 津波防災の日
6日 月 読書タイム

委員会活動⑨

６年給食交流会（若松会） 給食残量調査(～11)

7日 火 児童集会（ふれあい委①）
8日 水 読書タイム ユニセフ募金(～10)

青少年健全育成会本部役員会③
ALT（向田学級、６年）

9日 木 読書タイム（３・４年読み聞かせ）
10日 金 学校公開 特別日課
11日 土

学校公開

力こぶ・若松会

PTA本部役員会⑤ ※力こぶ・若松会予備

秋の火災予防運動（～１５日）
給食費引落し

校内図工展②（～12/8）

さわやかコンサート（全学年） ５年給食交流会（学校運営連携協議会） 学校運営連携協議会②15:45

12日 日
13日 月

振替休業日

14日 火 朝会（矢野教諭講話）

校内研究会（２－２授業公開）

15日 水 朝モジュール学習
16日 木 読書タイム（５・６年読み聞かせ）
17日 金 ALT（６年、５年）

北幼稚園来校11:30～13:30

18日 土
19日 日 家族の日（家族の週間１２～２５日）
20日 月 クラブ活動
21日 火 ５年校外学習～自動車工場・金沢動物園 おはなし会（おはなしぽけっと）
22日 水 朝モジュール学習

３年スーパーマーケット見学

23日 木

勤労感謝の日

24日 金 ALT（６年、５年）

JTE（４年）

PTA運営委員会

25日 土
26日 日
27日 月 児童代表委員会

教材費集金日

28日 火 キラキラタイム開始（時間走）

青少年健全育成会役員会③19:00

29日 水 キラキラタイム（時間走）

校内研究会（１－１授業公開）

30日 木 キラキラタイム（時間走）

学校保健委員会14:10（６年生参加）

特別日課

