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学校だより
第３号

令和４年６月３０日

美瑛町立美沢小学校

美瑛町字美沢中央

たくさんの応援に競技参加・運営 ありがとうございました
美瑛町立美沢小学校 校長 温泉 敏

６月４日に、運動会が無事終了しました。天気は「快晴」とはな

らず、曇り空で気温も低く運動会にはあまり適さない午前中でした。

それでも、子どもたちは元気いっぱいでした。

保護者の皆様には競技へのご協力やご参加いただき、ありがとう

ございました。ただ、今年度も地域の皆様にお越しいただけなかっ

たことは残念でした。コロナの対応が今後どのようになるかわかり

ませんが、地域の皆様にもご覧いただき、多くの方に子どもたちの

成長の様子を見ていただきたく思っています。

さて、運動会を通して感じてほしいことが２つありました。１つは、これまで美沢小が継続し

てきた練習方法のよさです。それは、「運動会という行事があるから」教師の指示にしたがって

行った運動会、つまり、「させられる運動会」ではなく、自分たちが運動会を創る当事者である

意識をもたせながら取り組んでいることです。

開会式での挨拶でもお話したことですが、当日まで競技内容を考えたり、作戦を考えて練習し、

修正したりすることは、当日を頑張ることと同じぐらい価値があることを知ってほしいと思って

います。

少し大げさになるかもしれませんが、話しあってお互い納得

するためには、どう伝えるかを考え言葉を選ぶことにもなりま

す。また、感情をコントロールすることも必要な時もあります。

エンパシー（共感）ということもあります。ちなみに、エンパ

シーという言葉が取り上げられるようになったのは、『ぼくはイ

エローでホワイトで、ちょっとブルー（ブレイディみかこ著）』

からです。

これから、多様な考えをもつ人たちと話し合い、一定の納得解を出していくのであれば、上記

の能力は必要と思います(話せばわかる、が通じないこともないわけではありません・・・が）。

そのような能力は大人になるまでに自然と身につくという考え方もあります。でも、そういう場

を経験する環境が周りにあるかどうかも考慮しなければならないと思っています。そういった場

はたくさんあることが望ましいと思います。

もう１つは、閉会式で話したことです。全力で一生懸命に取り組むことで、終わった時の楽し

さが増し、当事者意識をもって取り組むことで終わった時の満足感が高まるということです。

皆さんもそのような経験はおもちではないでしょうか。おそらく

多くの方は経験しているのだと思っています。やったからこそ得

られるものだと思います。

今回の運動会では保育所の皆さんにも最後まで応援していただ

き感謝しています。また、今回「復活した」といわれるリレーを

実施できてよかったと思います。保護者の方、保育所の方、教職

員が一緒にできたことに意味があるのだと思います。

重ねて、関係された皆様にお礼を申し上げ、稿を閉じます。
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宿泊研修近し

小規模校３校（美馬牛小、明徳小、美沢

小）で今年は宿泊研修を実施します。実施

日は７月７日、８日で、場所は大雪青少年

交流の家です。先日、実施に向けての交流

が行われました。

今年度の事務局は美馬牛小なので、美馬

牛小の司会から交流はスタートしました。

交流はアイスブレイクとして〇〇ゲームか

ら始まりました。アイスブレイクというの

は「氷が溶ける」ということから、緊張を

ほぐすという意味になります。６年生は昨

年度の修学旅行で面識がありますからお互

いわかっていた様子でした。

いくつかのアイスブレイクが終わって、

活動グループに分かれての話し合いがあり

ました。

私は今回の団長ということで、活動が始

まる前に子どもたちに話をしました。以下、

その内容です。

美瑛町は数年前にいくつかの会社の若い

人たちが集まって、１週間一緒に生活をし

ました。違う会社の人たちと５、６名のグ

ループをつくりました。そして、この研修

会を企画した方がミッションを与え、グル

ープごとにそのミッションを解決し、発表

するということをしました。それは、これ

からいろんな考えの人たちと話をし、いろいろ調べて課題を解決し、納得できる解を導いていく

いうことが求められると考えているからです。

皆さんも同じで、いろんな考えの人と、好き嫌いが違う人と話をし、どこまでお互いが納得で

きるかまで進めていくことを学ぶ機会の１つが宿泊研修です。

また、エンパシーといって、相手の立場に立って考えることも求められるでしょう。いろんな

ことにチャレンジして、失敗をしたら話し合ってやり直しをしてみてください。

一生懸命やるからこそ終わった後が楽しく、満足できるものになります。いい宿泊研修になる

ようにしていきましょう。

巻頭の話にも「empathy（エンパシー）」と書きました。
意味は「他人の感情や経験などを理解する能力」「自分

がその人の立場だったらどうだろうと想像することによ

って誰かの感情や経験を分かち合う能力」です。「相手

の立場にたってみる」ということはこれまでも言われて

きていると思います。それを違う学校の友達と過ごす中

で感じてほしいと思っています。ちなみにシンパシー

（sympathy）とは違います。

来月の７日、８日の宿泊研修を楽しみにしている６人

でした。 ３校集合学習（６月９日）

《楽しかったね～遠足》

天気の関係で一週間

延びた遠足（１～４年

生）ですが、２３日に

旭山動物園に行ってき

ました。

学年に応じて、事前

に約束事や見学ルート

を相談し、楽しく過ご

してきました。

最近できた「えぞひ

ぐま館」も楽しみの１

つでした。もちろん、

これまで行動展示とし

て有名になったペンギ
＜計画にそって活動＞ ンやアザラシ、シロク

マも楽しみでした。

＜フラミンゴに？＞ →

でも、一番の楽し

みはお弁当だったか

もしれません。
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美沢の１２人 ～大波さん～

今回の１２人からは、公務補の大波

満さんを紹介します。

今年の運動会のグラウンドはとても

きれいだったと思います。それは、大

波さんがずっと整備をし続けてくれた

からです。もちろん、子どもたちの練

習中に先生方も鍬を片手に草取りをし

たことも大きな理由です。

テントの設置や後片付けには大波さ

んの一言が大事。全てを知っているか

らです。ちなみに、使用したテントは

温泉がこれまでに使ったことのないテ

ントでした。ですから、テントを物置

から出すときには、立てかけてること

や大きさにびっくりしました。テント

が整然と並んでいるのも初めてでした。

とにかく大波

さんの朝は早い

です。まず、一

番に来てくれま

す。フロアの清

掃をしてくれた

り、ゴミ出しを

してくれたり。

それが終われば

外仕事。休む時

＜草刈りをする大波さん＞間もありません。

子どもたちが登校する少し前には、

駐車場の横にあるエサ台にいきます。

今、リ

スをなん

とか餌付

けしよう

としてい

ます。リ

スの巣は

＜新しく入った草刈り機＞

グラウンド側の木々のどこかにあるそ

うです。でも、リスはこちら側までき

ているとのこと。これからどうなるか

私も楽しみにみています。ちなみに、この原稿を書き終えたあとに、リスがやって来たところを

見ました。

日 曜 行事予定

１ 金 全校朝会 ＡＬＴ

２ 土

３ 日

４ 月 一輪車検定

５ 火

６ 水 クラブ③ ＡＬＴ

７ 木 宿泊研修（５、６年生）

８ 金 宿泊研修 ＡＬＴ

９ 土 美瑛町少年団スポーツ交流会

１０ 日

１１ 月

１２ 火 一輪車検定

１３ 水 児童朝会 ＡＬＴ クラブ④

１４ 木 水泳教室② 保育所来校日 地域スポーツ交流会

１５ 金

１６ 土

１７ 日

１８ 月 海の日

１９ 火

２０ 水 ＡＬＴ ふるさと学習３年

２１ 木 夏の親子登山 職員会議

２２ 金 終業式

２３ 土

２４ 日

２５ 月 学習サポート

２６ 火 町学習ルーム

２７ 水 町学習ルーム

２８ 木 町学習ルーム

２９ 金

３０ 土

３１ 日

【お知らせ】

地域スポーツ交流会について、先日、ＰＴＡ役員の方で話し合いをもちました。その結果、

これまで実施していた「パークゴルフ」を２年の間を経て行うこととしました。ただし、パ

ークゴルフのみの実施といたします。ご理解の上、多くのご参加をお待ちしております。
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【町スポーツ交流会】

◇ 晴天の中、２１日（火）に美瑛町スポー

ツ交流会が実施されました。

◇ 参加は町の小学校５校の高学年。美沢小

の子どもたちのがんばりはもちろんのこと、

応援に来ていただいた保護者の皆さんも素

敵でした。ありがとうございました。

＜美沢の子どもたちの

頑張りの様子＞

※この天気が運動会だったら・・・と思う温

泉でした。

【PTA花壇づくり】

ＰＴＡの方々が

花の苗を植えてく

ださいました。

校門前や玄関前

の花壇がきれいに

なりました。

時間をみては、花のお世話をしに来てく

ださっています。お仕事でお忙しい中、あり

がとうございま

す。

花が飾られて

いる学校は、と

っても素敵だと

思っています。

《体力テスト》
全校で体力テストに取り組んでいます。実は、都市部の方が体力がある結果がでることが多く

あります。それは、都市部の子どもの方がよく歩くからのようです。今年度は、どのようになる

でしょか？本校では、測定後、全国・全道の数値と比較し、体力向上プランを作成し、体力づく

りに取り組んでいます。

《参観日がありました》

今年度２回目の参観日を行いました。保護

者の皆様には、お仕事の手をお休みして来校

いただき、ありがとうございました。

懇談では「夏休みの過ごし方」や３年ぶり

に実施する「親子登山」の話をしました。登

山の日は晴天を願うばかりです。

さて、授業ですがク

ロムブックを活用した

授業が多くありました。

今はＩＣＴを活用した

授業をどのようにする

とよいか、を模索して

います。最終的には、教師が「ＩＣＴをどこ

で活用するか」を考える授業ではなく、授業

の中で子ども自身が「こ

こはＩＣＴを使おう」

となるようになってい

くと思います。

３、４年生は書写

の授業でした。授業

の最初と最後では書

いた文字に変化があ

ました。「向上的な変

容」と言われるもの

です。子ども自身が

気付いてくれるとう

れしいなあ、と思っ

ています。

５、６年生は防災に関するポスターやその

説明や美瑛の野菜についてまとめたポスター

の発表。１、２年生

は算数の学習でした。

「ものさし」を使う

導入や計算問題、１

００より大きい数等

の学習でした。


