大規模外構工事が完了しました
校舎周辺の外構工事が９月から始まり、先日完了しました。倒壊の恐れがある樹木や採光の妨げになっ
ていた樹木の伐採、剪定を行いました。お陰様で１階２階教室はずいぶんと明るくなったように感じます。
そして、玄関前の樹木を伐採した跡には新たに花壇が設営されました。来年は、色とりどりの花で玄関前
の雰囲気が一層華やかになることでしょう。
また、車止めについては三角コーンで代用していましたが、本格的に柵が設置されました。東側の通路
は常時閉鎖していますが、北側の正面入り口は午後４時くらいまで４基の内２基を外して来客や業者の車
両が出入りできるようになっています。これまで同様、急病や緊急時の送迎の場合は玄関前まで乗り入れ
可能ですが、休み時間等は子供たちが出入りすることもありますので、徐行運転をお願いいたします。な
お、夜間や週休日は閉鎖していますので、誤って車を柵に接触させないよう御注意ください。
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学校教育目標 健康で，豊かな心をもち，実践力のある児童の育成
「自ら学ぶ子(やる気)

支え合う子(こん気)

たくましい子(げん気)」

「見方・考え方と学 びの深まり」
校長

堀

内

隆

功

「緊急事態宣言」が９月末まで延長され、特に来校者の制限や校外学習の自粛など、外との関わりにおいて難しい
状況が続きました。９月の参観日も結局は実施できず、学校へ直接足を運んでいただく機会が失われていることにも
懸念しています。今後、１０月２６～２８日には学習発表会、１１月８～１０日には授業参観を予定しています。一
斉にとはいかず分散での開催となりますが、ぜひ保護者の皆様には参観していただき、学校の様子を肌で感じてほし
いと思っています。
また、延期になっていた修学旅行も、１０月１２～１３日にかけて登別方面に行く予定です。できる限りの教育活
動を継続しながら子どもたちの成長をともに支えていきたいと思っております。
９月末に通知表をお渡ししました。前期の学習の区切りとなります。これまでの学びの足あとを振り返りながら、
後期に向け目標をもちながら活力ある学校生活を送ってほしいと思います。
ちょっと古い話になりますが、美瑛の子どもたちから教わったことです。
「十勝岳の煙が真上に上がっていれば天気はいいけど、横に流れていると天気は悪くなるんだよ 。」
この地ならではの観天望気（自然界の現象をもとに昔から言われている天気を占うことわざ～例えば「夕焼けに
な れば 明日は 晴れ 」と いっ たもの 。科 学的 に根 拠のあ るも のが 多い と言わ れて いる 。） です。 身近な自然 環境や現象
が、子どもたちの生活に密着していることに驚きと嬉しさを覚えました。

１０月の主な行事予定
１０月 １日（金）
４日（月）
５日（火）
６日（水）
７日（木）
８日（金）
９日（土）
１１日（月）
１２日（火）
１３日（水）
１４日（木）
１５日（金）
１８日（月）
１９日（火）
２０日（水）
２１日（木）
２２日（金）
２５日（月）
２６日（火）
２７日（水）
２８日（木）
２９日（金）

委員会活動 水泳学習（４年Ｂ）
特別日課 読み聞かせ（１年） ＡＬＴ学習（２年） 食育指導（３年２組）
避難訓練
中学校職場体験学習１日目 クラブ活動 スクールカウンセラー来校日
校外学習（２年）～８日 出前授業（４年）
中学校職場体験学習２日目
委員会活動 体育館半面開放停止～２７日
美瑛町土曜学習
読み聞かせ（２年） 食育指導（４年） 夢の教室（５年）
学習発表会特別日課開始
修学旅行（６年）１日目
修学旅行（６年）２日目
金曜日課 ６年回復日
学納金引落日 木曜特別日課 職員会議
食育指導（５年１組）
木曜特別日課 プログラミング教育事業授業公開日
第１２３回開校記念日
火曜日課
午前授業 美瑛町教育研究大会 スクールカウンセラー来校日
食育指導（５年２組）
学習発表会（１年）
（２年）
学習発表会（３年）
（４年）
学習発表会（５年）
（６年） ＡＬＴ学習（１年）（２年）
すずらん総会

その子どもたちと国語科で「俳句」を一緒に学習する時間がありました。
「菜の花や 月は東に 日は西に」 〈与謝蕪村〉
与謝 蕪村（ よさ ぶ そん ）は、 江戸 時代 中期 の俳人 で、 上記 の俳 句の意 味は 、「一面 、菜の 花が咲いて いるよ。ち
ょうど月が東から昇ってきて、太陽は西に沈んでいくところだ 。」といった内容です。
俳句 は、自 然や 四季 の美 しさを 五・ 七・ 五の 十七音 で詠 みま す。 その中 に季 語（ 上記の 俳句でい えば 、「菜の花」
が季語で季節は「 春 」となります ）を入れたり 、感動や詠嘆を表す「 や 」という「 切れ字 」を入れたり 、「 月は東に 」
と「日は西に」といった「対句」で相対的な描写を際立たせたりリズムを作ったりする技法を理解します。その技
法によって、情景をいっそう豊かにイメージすることができます。月と太陽の方角を基に天体上での沈む夕日と昇
る月の対称的な美しさを、さらには地上での一面に広がる菜の花の黄（金）色の色彩美の対比を見事に表現してい
ます。そのような情景を味わう学習です。
ただ、学習はこれで終わらず、さらに新たな視点を加えます。
「この俳句の「月」の形は、どんな形だと思いますか？」
小学校6学年（かつては4学年）の理科「月と太陽」の学習との関連です。
この 単元で は 、「 月の 形の見 え方 は、 太陽 と月の 位置 関係 によ って変 わる こと 」を学 びます 。西の太陽 に対して、
分 度 器 を 立 て た よ う に 180度 反 対 の 東 に 位 置 し た 月 の 形 は丸 い 月 （ 満 月 ） の 状 態 と なり ま す 。 太 陽 の 光 を 反 射し て
輝く月が、ちょうど向かい合う関係になっているからです。それを理解すると、満月であれば、経験上、大きく見
えたり、赤みがかって見えたり、空の色や地上の色までも違って見えたりすることを意識するかもしれません。つ
まり、この理科での見方・考え方を加えることによって、上記の俳句に新たな味わいが生まれてくるというわけで
す。
昨年 度から 本格 実施 とな った新 学習 指導 要領 では 、「 主体 的・ 対話的 で深 い学 び」に 向けて の授業改善 が求められ
ています。特に「深い学び」とはどのような学びなのか、なかなかわかりづらいところです。ただ、その考え方の
基本には 「 各教科の見方・考え方 」があります 。様々な見方・考え方から多面的・多角的な見方・考え方が生まれ 、
それが柔軟な発想や考えの広がり・深まりにつながると考えます。
この子どもたちの中に、この学習のしばらく後にですが、こんな経験を話してくれた子がいました。
「この前、夕方に、五稜の山の方ではまぶしい夕日が沈みそうになっていて、反対に、旭岳の近くには大きな満
月が見えたよ。それに近くの畑にはキガラシ（緑肥）の黄色い花がいっぱいに咲いていたよ。まるでこの前勉強し
た俳句のような景色だった 。」
美瑛ならではの学びといえるでしょうか。頭で理解しつつ体で学んだともいえるかもしれませんし、与謝蕪村の
見た景色と、時代も場所も違うけれども、似た感動を共有できた瞬間かもしれません。
こういったことも、やはり「深い学び」のひとつなのだろうと思うのです。

今月の美瑛小学校教育活動の様子
１年生

春に植え付けをしたジャガイモを収穫しました。水やりは、中休みに当
番で行ってきました。水が掛かってびしょぬれになったり、３時間目に間
に合うように戻って来られなかったり、当番を忘れて慌てたり･･･。いろい
ろなことがありましたが、みんなで一生懸命お世話をしてきました。その
甲斐あって、バケツ３杯以上の、たくさんのジャガイモが採れました！

４年生

平成２８年度から町内の学校で取り組んできたモザイクタイル。今年
は美瑛小学校の４年生の順番でした。みんなでデザインを考えて一つ一
つタイルを貼っていきました。美瑛の美しい風景が描かれています。今
年度中には憩ヶ森公園に飾られるようです。皆さん、是非ご覧になって
ください。

２年生

９月の図工は『とろとろねんどで かく』。いつものように絵の具と筆を
用いるのではなく、絵の具と液体粘土を混ぜ合わせた「とろっとろの絵の
具」と、そして自分の「手指」を用いて描きました。その手触りに最初は
戸惑う姿が見られたものの、次第にダイナミックな動きが子供たちの間に
広がるようになり、素敵な作品が完成しました。

５年生

家庭科の学習では、ミシンを使った学習を進めています。ミシンの準
備から片付けまで、体験しながら学んでいます。実際にミシンを動かし
て「から縫い」にも挑戦しました。線に沿って慎重に操作していました。
学習した知識や技能を生かしてエプロンを作ることがゴールです。それ
ぞれが満足のいくものができるようにこれからも学習に励んでいきます。

３年生

総合的な学習の時間『びえいのおいも』。chromebook を使用し、自分
で決めたテーマについて調べ、レポートにまとめました。そして、発表
会。緊張気味の子もいましたが、練習の成果を発揮し、上手に発表でき
ました。感想発表では「詳しく調べていてすごい。」「見やすくていい
ね。」などたくさんの温かい声が上がりました。

６年生

図工は『わたしの大切な風景』の学習で、美瑛の景色を描いています。
それぞれが好みの風景写真を準備して描いているため、絵に対する想い
を強く感じられます。薄く、様々な色を重ねるように丁寧に活動する姿
はさすが６年生。完成まであと僅か。完成した作品は、年が明けてから
町内の施設に飾られる予定です。出来上がりをお楽しみに。

