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白根小学校 学校だより 令和３年 11月号 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生活】外で元気よく 

遊ぼう 

【保健】できるだけ 

    薄着ですごそう 

【給食】食品のはたらき

を知ろう 

◆ 11月の目標 ◆ 

学校だより 10 月号に掲載した「地域コーディネーター」の 

みなさんにご協力いただいている授業の様子をご紹介します！ 

 

11月号 
 

しらね 
 

白根小 HP 

環境を整える 

副校長 片岡ひかり 

ある日の放課後、高学年の児童 2 名が花壇におい茂った雑草を黙々と抜いていました。先生に頼まれたのかと尋ねると

首を横に振って 

「誰にも頼まれていません。自分たちでやろうと思ったのです。」 

と答えました。週に一度は定期的に各教室を参観しているのですが、あるクラスの鉢植の花がいつ見ても見事なので担

任の先生に秘訣を尋ねました。すると 

「A さんがいつも花殻を摘んで整えているのです。」 

そういう係なのかと思っていたらそうではなく主体的に活動しているとのことでした。自分たちで環境を整える白根小学

校の高学年は頼もしいです。 

さて、緊急事態宣言が解除され、中断していた委員会活動が再開しました。そこで、環境委員会の児童と花壇ボランティ

アの保護者の方とで花壇の整備をしてビオラを６０株を植えました。 

今、花壇には４色のビオラが元気いっぱい咲いています。ビオラは花期が長く４月ごろまで咲き続けます。上手に育てると

5月いっぱいまでもちます。どうやったら咲かせ続けることができるのか子どもたちと一緒に考 

えたり世話をしたりするのが楽しみです。 

11月にはチューリップの球根も植える予定です。また、職員室前の花壇には地域と保護 

者の方の有志が満開の菜の花で卒業式を迎えられるように準備をしてくださっています。 

春先にかけて花いっぱいの花壇を見ながら登下校をするときの子どもの気持ちを想像する 

とわくわくします。 

環境を整えることで気持ちも整ってくると考えています。高学年や地域の方・保護者が学 

校のために植物の世話をしている姿を見て「いつか自分もみんなのために活動できるよう 

になりたい。」と思う下級生もいることでしょう。緑豊かな環境が心を整え耕し成長につながっ 

ていきます。そんな良い環境を作り出していきたいです。 

２年生は、生活科の学習で野菜作りに取り組みました。

地域コーディネーターの方を通して農家の方と繋がるこ

とができ、野菜の育て方の工夫をご指導いただきました。 

町たんけんでは、公園愛護会の方のお話を伺いました。

公園をきれいに保つ取り組みのお話しや普段見ることの

できない倉庫に、子どもたちは興味津々でした。ご協力い

ただきましたみなさま、ありがとうございました。 

 

 
 

 

 

 

 



 

１１月の主な予定（変更することがあります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 予  定 
1年生 

下校時刻 

1 月 防犯パトロール 学校カウンセラー（PM） 14：30 

2 火 学級懇談会 14：30 

3 水 文化の日  

4 木 就学時健診（全学年短縮 4時間授業） 13：15 

5 金 学校カウンセラー（全日） 14：30 

6 土   

7 日   

8 月  14：30 

9 火  14：30 

10 水 集会（高学年） 13：30 

11 木  14：30 

12 金  14：30 

13 土 ミニ運動会 12：15 

14 日 ミニ運動会（予備日①）  

15 月 ミニ運動会代休  

16 火 ミニ運動会（予備日②） 14：30 

17 水 朝会 13：30 

18 木 避難訓練 委員会活動 14：30 

19 金  14：30 

20 土 6年 日光修学旅行  

21 日 6年 日光修学旅行  

22 月 避難訓練（予備日） ６年代休 14：30 

23 火 勤労感謝の日  

24 水 集会（低学年） ６年代休 13：30 

25 木 クラブ活動 14：30 

26 金 学校カウンセラー（AM） 14：30 

27 土   

28 日   

29 月 
代表委員会（中休み） 

人権週間（～12月 17日まで） 
14：30 

30 火 人権講話（4年） 14：30 

■学級懇談会について 

11 月 2 日（火）に学級懇談会を行います。詳細

は、先日配付いたしました「学級懇談会のお知ら

せ」をご覧ください。検温を済ませてからの来校

と、保護者証と上履きの持参にご協力のほどよろ

しくお願いいたします。 

■校内作品展 

12 月の授業参観・個人面談に合わせて、校内作

品展を実施いたします。感染症予防で密を避ける

ために授業参観・個人面談の際にご鑑賞いただ

くようご協力をお願いいたします。 

１２月２日（木）～９日（木）  

2,3校時及び１３：３０～１６：３０  

＊８日（水）は除く  

＊インターホンは使用せず、各昇降口からお入

りください。 

■12月の主な予定（変更することがあります） 

1日（水）朝会 防犯パトロール 

2日（木）～９日（木）【８日（水）を除く】 

授業参観・個人面談・作品展 

8日（水）集会 

10日（金）委員会活動 

15日（水）朝会 避難訓練 

16日（木）クラブ活動 

17日（金）学校カウンセラー（AM） 

20日（月）代表委員会（中休み） 

21日（火）避難訓練（予備日） 

23日（木）給食終了 

24日（金）朝会 冬季休業前最終日 

〈＊。冬季休業＊。〉 

12月 27日（月）～1月 6日（木） 

------------------------------------ 

１月７日（金）冬季休業後初日 

■ミニ運動会 

１１月 13 日（土）に実施するミニ運動会は、感染

症対策として、昨年度同様規模を縮小して行いま

す。詳細は先日お配りした 「ミニ運動会」のお知

らせ をご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習のあしあと 

1年生 

2年生 

3年生 

4年生 

自然災害にそなえる 

 社会科の学習で「自然災害にそなえる」という学習を

しています。今後来るであろう災害に備えるためにどん

な取り組みをしているのか。また、どんな取り組みをし

たらよいのだろうか、みんな考えています。ご家庭でも

どんな備えをしていますか。ぜひ話し合っていただけれ

ばと思います。 

「オカピ！」ズーラシア遠足 

 １０月２１日にズーラシアへ遠足に行ってきました。スローガ

ン「オカピ」のとおりに笑顔でなかよく協力する姿がたくさん見

られました。 

動物園のじゅういさんのお話も真剣に聞きました。スマトラト

ラの治療の仕方や、ズーラシアで野生の動物も治療しているとい

うことを教えてもらいました。 
 

大根のたねをまきました！ 

分散登校の中、斎藤さんの畑に大根のたねをまきに行きました。子

どもたちは、「甘い甘い大根になれ、大きな大きな大根になれ。」と心

を込めてまきました。 

翌週、大根の様子を見に行くと、芽が出ていました。「植えたばかり

なのにすごい！」「あっという間に大きくなった！」と驚いていまし

た。ぐんぐん成長していく大根を、これから大切に育てていきます。 

お出かけ消防教室 

 3 年生は、旭消防署の方をお招きして、「お出かけ消防教室」

を行いました。水消火器体験や、煙体験をしたり、消防署の一日

の仕事の内容を教えてもらったりしました。「水消火器がちゃん

と使えてよかった！」「煙の中は本当に真っ白で見えないんだ

ね。」「訓練大変そう。」「ちゃんと電話できるかドキドキし

た。」実際にやってみたり働いている人の話を聞いたり、なかな

かできないすてきな体験ができました。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校事務職員の仕事は子どもたちの学習環境整備が中

心です。どのような教材や備品を購入するかなど、計画

を立案し、予算委員会での議決をもって執行計画を決定

します。 

 執行計画と決算報告は白根小学校ホームページにて公

表していますのでご確認ください。 
 

●白根小ホームページ＞学校経営＞学校予算・決算 

 

5年生 

6年生 

5組 

初めての調理実習 

 家庭科では、子どもたちがとても楽しみにしていた調理実習を

しました。子どもたちは、包丁の使い方や火の扱いに気を付けて

ほうれん草を茹で、ペアの友達と協力し合いながら楽しく調理を

することができました。完成したほうれん草のお浸しを食べた

後、「おいしかった！」「ゆで加減ちょうどよかった！！」「お

家でも作ってみたい！」などの感想を言っていました。 

「飛翔」始まりました！ 

小学校生活最後の運動会練習が始まりました。今年は、旭区で

伝統のある「飛翔」の演技に取り組みます。子どもたちからは、

「動きが難しい」「体勢がきつい」といった声も聞かれますが、

みんな元気に楽しく練習をしています。指先まで伸ばすことを意

識し、息の合った演技ができるよう頑張ります。お楽しみに！ 

旭区巡回展に出品しました！ 

５組では、毎年 1,2 年生が合同で図工の作品を制作しています。

今年度は「秋」をテーマにしました。絵本や写真から、紅葉や秋に見

られる生き物、旬の野菜を知り、身近な材料を使って表現しました。

制作活動を通して、赤と黄の絵の具が混ざると橙色になることに気づ

いたり、とんぼの羽の数を知ったりすることもできました。今後も、

体験的な活動をたくさん行っていきます！ 

10 月 15 日（金）に総合防災訓練を行いま

した。今回は、放送機器の故障や児童に負傷者

がいる場合を想定した訓練です。災害時に自分

の身を守って安全に避難することができるよう

に、子どもたちは真剣な表情で参加していまし

た。 


