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学校ＨＰ

今こそ「早寝，早起き，朝ごはん」運動を！
家庭学習時間
学年×１０分＋１０分

http://portal.town.tobetsu.hokkaido.jp/school/nishitobetsu-el/

「充実した冬休みを」
ここ数日で雪が降り積もって、あたり一
面美しい雪景色になりました。今期の降雪
量はいかほどか…、昨年が凄かったので気
になります。大雪の際の雪かきはなかなか
大変なので、おてやわらかにお願いしたい
ものですね。
今月の参観日には、多数ご参観いただき
有難うございました。また、保護者アンケ
ートへのご協力、誠に有難うございました。
学校では、その他、6 年生対象の中学校新
入生説明会やＪＩＣＡの方による講演等の
行事も行いながら、計画通り順調に学習を
進めており、子ども達も熱心に取り組んで
います。先日、指導主事訪問がありました
が、本校児童の集中力や学習態度の素晴ら
しさ、挨拶のしかたにとても感心されてい
ました。
さて、明日から冬休みになります。子ど
も達はそれぞれの学級で、冬休みの過ごし
方や学習について指導されておりますが、
最後になって慌てることのないよう、計画
的な冬休みを過ごせるよう、ご家庭でもご
留意いただければと思います。
特に学習に関しては、今まで学習してき
たことを振り返り、未定着の学習内容をや
り直す絶好の機会といえます。子ども達の
学習の傾向としては、嫌いなものを後回し
にして、自分の好きな勉強、得意な科目を
中心に学習しがちです。わかるほうがやり
やすいから、これは当たり前のことといえ
ます。しかし、現段階（小中学生）の学習内
容は、社会に出た時に最低限必要な基礎・
基本的なものですから、子ども達には、得
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意な学習を伸ばすのも大切ですが、苦手な
ものを克服するための学習もしっかりして
ほしいと思います。そのためには、ご家庭
の協力が必要です。教育相談でお子さんの
様子を聞かれたことと思います。効果的な
学習となるようちょっと目を光らせていた
だければと思います。「今年学んだ内容は、
今年のうちに定着させる」ことが大切です。
次年度へ積み残すことがないよう、冬休み
の学習がより効果的なものになればと思い
ます。
また、コロナの影響で制限が色々あり、
学校での運動量は例年に比べると減少気味
でした。最近の傾向として、休日も、体を動
かす遊びより、家にこもってゲームをする
方を好むお子さんも多いのではないかと思
います。特に、冬季は外遊びをしづらい環
境となるため、さらに運動不足になりがち
だと思います。健康のためにも、ウインタ
ースポーツも楽しいものが多々ありますの
で、できるだけ積極的に運動をしてほしい
と思います。ご家庭でも、ひと声かけてい
ただければと思います。
この冬休みが、事故や病気などなく、子
ども達にとって、健康で充実した楽しい冬
休みになることを願っています。
そして、保護者・地域の皆様、あらためまし
て、今年１年、大変お世話になり
誠に有難うございました。引き続
き、来年もよろしくお願いします。
よいお年を。

お忙しい中、保護者アンケートのご協
力、感謝申し上げます。9 割近くの方から
ご回答をいただきました。
本校の教育活動へご協力とご理解いた
だいていること、大変ありがたく思ってお
ります。
アンケートにつきましては、ご意見や傾
向をまとめ、数値とともに学校便りにて公
表いたします。皆様のご意見を真摯に受け
止め、今後の学校づくりに生かしてまいり
ますので、どうぞよろしくお願いいたしま
す。
また、
「体罰等に関する調査」
につきましても、現在お願いし
ているところです。
こちらにつきましては、封筒
での回答のほか、スマホ等での
回答も可能ですので、よろしく
お願いします。

本校では、冬のスポーツの楽しさや、体力向
上を目指し、スキー学習を行っています。１・２
年生は学校のグラウンド、３年生以上は町内の
石狩平原スキー場で学習していきます。
子どもたちのケガの防止に向けて、各ご家
庭にお願いがあります。ぜひ冬休み中に、スキ
ー用具の事前チェックをしてください。体に合
わないスキーはとても危険です。スキー板や靴
のサイズの確認、金具の調整など、お手数とは
お思いますが、ぜひお願いします。また、学校で
のスキー学習が初スキーにならないよう、事前
の練習をお勧めしています。
昨年から、新型感染症対策のため、お弁当
をスキー場のロッジで食べず、学校に戻ってか
ら食べることにします。戻ってくる時間が１２時
半を想定しているため、給食についてはカット
となります。ご了承ください。
また、スキー靴について
は、スキー場で履き替える
こととなりますので、スキ
ー靴を入れるバッグの準
備をお願いいたします。

■生命について考える日
今年度も、生命尊重をテーマにした道徳の授
業を行い、安全や命の尊さについて考えます。
命の大切さや、安全な生活等について、ご家
庭でも話題にしていただきたいと思います。
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朝の交通安全指導（～１８日）
冬休み図書返却（～１９日）
外国語（５年）
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３年・たんぽぽスキー学習①
６年薬物乱用防止教室
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５年スキー学習②
会議日
外国語（３・４年）
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新１年生体験入学
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生命について考える日
３年スキー学習②
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小中一貫教育は、
「小学校で行われている教育」と「中学校で行われている教育」の課程を調整
し、一貫性を持たせた教育の仕組みのことを言います。当別では小中一貫校（一体型義務教育学校）
が設立されますが、西当別では分離型小中一貫校として取り組みを行っています。
６年生がその取り組みを１２月に行いましたので、紹介いたします。

新入生説明会
新入生説明会は、９年間を一つの指導期間と考え、小学
校６年生から中学校１年生へ進学する際に、中学校の学習
や生活についてあらかじめ聞いたり、体験したりしておく
ことでスムーズな進学を目指していく「小中一貫教育の取
組」の一つです。
第１回目として、１１月１７日（水）に西当別中学校の大
浦校長先生がいらして、中学校進学に向けての心構えや、中
学校での生活についてお話をしていただきました。
中学校の今年度の目標は「Ｍｏｖｅ Ｆｏｒｗａｒｄ」
（前
へ進め！）。失敗してもいいから自分から行動し、チャレン
ジをすることをお話してくださいました。その中で、勉強は
苦手でもよいから、自分で得意なことや好きなことを見つ
け、一生懸命頑張ることを何度もお話していました。最後に
子どもたちが勉強や生活など疑問や不安に思ったことをア
ンケートに書いて提出しました。
第２回目は、１２月１６日（木）に西当別中学校の教頭先
生、教務の先生、指導部の先生の 3 人に来ていただき、第１
回目で出した質問の回答をしていただきました。
中学校の先生方の話はテンポがよく、やさしくとても丁寧に、時にはおもしろ可笑しく教えて
くださいました。最後の教頭先生のお話は、算数と数学の違いについてや勉強の振り返りについ
てお話してくださいました。例えとして出ていた４次元ポケットの話は子どもたちも興味をもっ
て聞いていました。

ＪＩＣＡ出前授業
１２月２１日（火）に、ＪＩＣＡ（独立行政法人国際協力機構）から講師の歌屋敷さんが来校し、
講演を行いました。当別町では、当別の歴史・文化・自然・産業・科学などについて学ぶことを通
じ、ふるさと当別を知り、当別の未来について考え、国際感覚を身につけ、自分の人生をデザイン
する力や様々な方法で発信する力を育てていけるよう「とうべつ未来学」を設定し、町内４校で今
年度から取り組んでいます。その「とうべつ未来学」の「国際理解教育」の一つとして、今回のＪ
ＩＣＡの出前授業を実施いたしました。
講演では、歌屋敷さんが実際に訪れて活動した国のお話を聞くことができました。全部で４８か
国を訪問したとのことでしたが、その中で発展途上国と呼
ばれる国は、医療体制が十分ではなく５歳まで生きられな
い子どもの割合が多いことや、学校に行くことができず、
文字をｈｎ書けない子や読めない子が多くいるなど、資料
を提示していただきました。
そのほかにもたくさんの国のエピソードを、写真付きで
説明していただき、６年生もとても興味をもって参加する
ことができました。あっという間の６０分でした。
中学校ではＪＩＣＡ訪問という形になって学習が広が
ります。この講演を聞いて、世界に興味を持ち、視野も広
がってくれると良いなと思っています。

◆◆◆◆◆◆
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（１）規則正しい生活を心がけよう！
明日はまちにまったクリスマスイヴ。そし
て１週間後には大晦日、お正月と楽しいイベ
ントがもりだくさん。つい生活が乱れがちに
なる年末年始ですが、「早寝・早起き・朝ご
はん」を心がけて規則正しい生活が送れるよ
うご指導お願いいたします。
特に睡眠時間は大切です。この時期の子ど
もたちは心身ともに大きく成長する時期で
す。睡眠をしっかり取り、朝ごはんを毎日き
ちんと食べ、規則正しい生活を送ることで、
丈夫で健康な身体をつくる
だけではなく、学習にも
しっかりと取り組めるよう
になります。学校でも指導
いたしますがご家庭でも声
かけをよろしくお願いいた
します。
（２）冬型事故に注意！自分の命は自分で守ろう！
冬型事故の例としては、屋根からの落雪や
凍結路面での交通事故、除雪車両との接触事
故等があげられます。年末年始で交通量も増
加しますので十分な注意が必要です。また、
軒下や歩道には雪山ができますが、その雪山
では決して遊ばないよう声かけをお願いいた
します。氷の張った池や水路などにも決して
近づかないようにしてください。
ぜひ、お子さんとお話をして、「十分に安
全に気をつける」こと
「自分の命は自分で守
る」ことを約束して遊ぶ
ようよろしくお願いしま
す。学校でもしっかり指
導いたします。

（３）新型感染症対策の徹底を！
不要不急の外出は控えると思いますが、年
末年始はどうしても人がたくさん集まること
が多くなります。
楽しい冬休みを過ごすために、食事と睡眠
をしっかりとり、健康な身
体を保ちましょう。出かけ
るときはしっかりとマスク
を着用し、密をできるだけ
避けましょう。また外から
帰ったら、手洗いの徹底も
お願いいたします。
（４）長い休みにしかできないことに挑戦！
長い休みでなければできないことにもぜひ
チャレンジさせてください。この冬休みは外
出は減ると思います。じっくりと自分で課題
を見つけて取り組めるよう励
ましてください。
冬休み明けの登校は、１月
１４日(金)です。お子さんが
楽しい思い出をいっぱいお土
産にして元気に登校してくる
のを楽しみにしています。

子ども相談支援センター
相談窓口のお知らせ
いじめや不登校、体罰などの学校教育に関
する悩み、子育て・しつけなど家庭教育に関
する悩みなど相談してください。
●電話相談
０１２０－３８８２－５６ ＊無料、毎日 24 時間対応
●メール相談
doken-sodan@hokkaido-c.ed.jp
＊急ぎの場合は電話相談を利用してください。

●来所相談

10:00～16:00

＊土日・祝日、年末年始はお休みです。

ユニクロよりエアリズム
マスク寄贈について
ユニクロから前回に引き続き、子どもたちが
感染の不安なく安心して学校生活を過ごせるよ
うにと「エアリズムマスク」が当別町の小中学
校に送られてきました。今回は、サイズがＭ・
１００セットと、Ｌ・３５セットとなってお
り、全校児童に配布することができませんでし
た。つきましては、前回、配布できなかった６
年生から配布し、残りについては、学校の滞在
時間が長い４～５年生の児童のみなさんに配布
させていただきました。ぜひご活用ください。

ＰＴＡ活動 ときめきルームのクリスマスツリー
学校活動部のみなさんで、
とても素敵なクリスマスツリ
ーをときめきルームに飾って
くださいました。
とても華やかな空間になっ
て子どもたちも喜んでいま
す。ありがとうございます！

★航空写真・全体集合写真の再販があります。ご購入を希望される方はぜひ！（１月４日～１５日）
アドレス： http://www.e-select.jp
パスワード：1879cmscyv
お問合せ： ＜注文関係＞0798-55-7876 ＜撮影写真関係＞042-488-2261

