
教育の動向について
北鎮小学校長 石 黒 雄 治

寒さが厳しい時期となりました。３学期を迎えて，学校では元気な子供たちの姿が見られています。

冬休み中に作成した作品が廊下に並べられているのを見ましたが，長い休みならではの力作や個性あふ

れる作品が並びました。いつも作品を見ると制作中の光景を想像することが多いです。特に低学年など

は，お父さんやお母さんの助言を受けながら一生懸命取り組んだ子が多いのではないでしょうか。

話題が変わりますが，この正月に近くのスキー場に足を運びました。お父さんやお

母さんに激励されながら，初心者と思われる小さな子が，おっかなびっくりスキーを

している微笑ましい姿に出会いました。家族で何かに夢中で取り組んでいる姿は，い

つ見ても微笑ましいものです。休み中の作品づくりや家族とのスキーに限らず，家族

で共有した時間は，よき思い出として心に残ることでしょう。

さて，学校教育の動向について触れさせていただきます。すでにマスコミ等でも報じられ，ご承知の

方も多いと思いますが，学習内容や学習方法の元になっている学習指導要領が，小学校においては平成

３２年度より新しく実施となります。これに伴い平成３０年度（H30年４月～）から，全国の学校で２

年間の移行措置が始まります。移行措置の期間は，本格実施となる平成３２年度へスムーズに移行する

ための期間です。そのため，昨年度までの学習内容に追加や変更が加えられることになります。

小学校の学習内容における最も大きな変更点は，外国語（英語）の時間が増えることです。旭川市内

の全ての小学校で，現在，５年生と６年生が行ってきた週平均１時間の外国語活動が，今年の４月より，

外国語として週平均２時間となります。そのため，本校においても指導時間数の増に伴う時間割の変更

や教育課程の作成に目下，全職員で取り組んでいるところです。

その一方で「働き方改革」についてもよく報道されています。１０年ぶりに文部科学省で実施した教

員勤務実態調査において，学校現場の勤務の改善が課題として浮かび上がりました。案の段階ながら，

具体的な改善策が出されてきています。その１点目が，学校が担うべき業務の効率化及び精選，２点目

が，教員以外の専門スタッフ・地域人材の活用，３点目が，学校指導・運営体制の効果的な強化・充実

となっています。

これらが，しっかり検討し予算化され，全国の学校現場に行き渡るまでには，まだ時間がかかると思

われますが，できるところから進めていくことが求められています。教育の動向について一部お知らせ

いたしました。

まだまだ寒い日が続きます。冬型の事故やインフルエンザの予防など注意を払い、まとめの三学期を

充実していきます。

２月行事予定

【２月の生活目標】

「きまりを守って生活しよう」

１ 木 交通安全指導日

スキー学習（中）

２ 金 昼清掃

３ 土

４ 日

５ 月 児童会
６ 火

７ 水

８ 木 ストーンスープ放送朗読（昼）

９ 金 職員会議(昼清掃)

10 土

11 日 建国記念の日

12 月 振替休日

13 火 校内版画展（3月2日まで）

14 水
15 木 諸費引落日⑩

スキー学習（低）

16 金 新1年生1日入学 昼清掃

17 土

18 日

19 月 30年度前期児童会役員選挙

20 火

21 水

22 木
23 金 職員会議(4時間/給食あり)

24 土

25 日

26 月 全校朝会(認証式)

27 火 参観日(高)，学校評議員会

28 水 参観日(中)

冬を楽しむ

雪が降るときにはドカッと降
り，冷えるとなればキンキンに
冷え，気温高めとなれば雨まで
降るという，今年の冬将軍はメ
リハリを利かせすぎの冬を演出
なさっておられるようです。そ
のような冬ですが，冬を楽しんで過ごしている子どもたちが北鎮小に
多いように思います。
①石山たんけん 夏の頃，職員室前の石山には，子どもたちの姿がい
つもありました。雪が降って人数は減りましたが，石山が好きな子
どもたちが毎日のように，こぐように石の間を歩いたり，坂を滑っ
たりしています。

②ソリ滑り １年生は，生活科の学習でビニル袋を使ったソリを作り
ました。そのソリで，築山を滑り降りています。坂が怖かった子も
初めはいたようですが，繰り返し滑り降りるうちに，楽しく遊べる
ようになったようです。

③スキー 北鎮小のグラ
ウンドには，スキーが
できる山が二つもあり
ます。それらの山の斜
面を使って，学年ごと
にスキーの学習が始
まっています。５・6年生は，比布スキー場でのスキー学習を終えま
した。この後，3・4年生，1・2年生がサンタプレゼントパークスキ
ー場でのスキー学習を行います。
雪が積もる地域である利点，また，近くに複数のスキー場があると

いう地の利を生かし，冬も楽しむ子どもたちに育ってくれるよう働き
かけています。
なお，２月７日（水）～12日（月）に旭川冬まつりが開催となりま

すが，インフルエンザや風邪が流行しがちな時期でもあります。先日
配布の「ほけんだより」等も参考くださり，それらからも身を守るこ
とを，ご家庭でもお伝えくださいますようお願いします。

６年生のスキー学習（比布スキー場）

北鎮小の皆さんの活躍の記録（その１）

第63回青少年読書感想文全道コンクール

○入 選 白幡茉子（１年１組），木下蓮斗（２年２組）

第45回道新杯ダブルス大会（バドミントン）５年男子ダブルス

○第３位 上山駿灯（５年１組）

平成29年度旭川市児童生徒作品展

○北海道新聞社賞 甲斐菜都美（２年２組）
○旭教研会長賞 森 貫汰（３年２組）
○特 選 強力聡敏（１年２組），蓼原芽依（２年２組）

川渕広大（３年１組），小松美紗（４年２組）
○入 選 山田蒼空（１年１組），太田篤玖（４年１組）

西田ゆら（４年１組），青木李実（４年２組）

旭川市小学校体育大会について
本校からも毎年６年生が選手として出場して

いる体育大会ですが，下記の理由により，平成
30年度の第61回大会を最後に幕を閉じること
となりましたことをお知らせします。
【理由１】大会当日及び前日の公開練習，各学
校での練習等の時数確保が，今後，ますます
困難となること

【理由２】特に教育活動が過密化する６学年に
とって，負担が大きいこと

【理由３】大会引率者，競技役員，大会までの
練習指導者等を配置するため，通常の教育活
動の指導体制に大きな支障が生じていること

【理由４】選手の会場への移動の際の安全管理
と交通費捻出に問題があること，など



二学期終業式での発表
２がっきにがんばったことと，ふゆ休みにがんばりたいこと

１ねん２くみ 小 の ふうか

わたしが，２がっきにがんばったことは，さんすうのべんきょうです。じゅぎょうのと
き，がんばってたくさん手をあげました。ノートに，まるずをきれいにかくのもがんばり
ました。
ふゆ休みにがんばりたいことは，スキーです。まず，おうちでたくさんれんしゅうをし

ます。そして，できるようになったら，ぴっぷのスキーじょうにいって，もっとたくさん
れんしゅうしたいです。がんばります。

二学期がんばったことと 冬休みにがんばりたいこと
３年２組 野 川 孝 行

まずぼくは，二学期がんばったことを発表します。
一つ目は，学芸会です。理由は，牛まおうという，むずかしいやくをやってお父さんや

お母さんがたにほめてもらえたからです。練習をたくさんして，セリフを大きな声で言え
たし自分で考えたふりつけも上手にできてよかったです。
二つ目はあいさつ運動です。理由は大きな声であいさつすることができました。ぼくの

クラスでは『おにが先作せん』をしました。これは，『お』は大きな声で，『に』はにっこ
りえがお，『先』は相てより先にあいさつをするということです。ぼくはしっかり守れた
ので心が気もちよくなりました。
三つ目は教室そうじです。理由は，それぞれのやくわりを分たんし，すみずみまできれ

いに速くせいそうできたからです。はじめのころは，強くちゅういしてけんかみたいになっ
て，す早くできなかったけども，だんだんできるようになりました。
四つ目は，家庭学習です。理由は，先生に教えてもらった漢字や算数などをノートに練

習し，家庭学習チャンピオンに一学期よりも多くなれたからです。三学期も，もっと多く
チャンピオンになりたいです。
次は，冬休みにがんばりたいことを発表します。一つ目はお手つだいです。おふろそう

じ，雪はね，せんたくたたみ，げんかんそうじをします。毎日できるようにがんばりたい
です。
二つ目は，早ね早おきし，かぜをひかないようバランスのいい生活をしたいです。
三つ目は，冬休みの宿題いがいに，自分が，にがてだった社会や国語の家庭学習に多く

とりくんでいきたいです。楽しい冬休みにするため，かぜやけがなどをしないように，き
そく正しい生活をし，思い出にのこる冬休みにしていきたいです。
これで，ぼくの発表を終わります。

二学期の思い出と冬休みにがんばりたいこと
５年２組 岩 戸 結 華

私の二学期の思い出はたくさんあります。その中の三つしょうかいします。
一つ目は宿泊体験学習です。理由は，はじめてみんなで宿泊できたし，色々なことが学

べ，そして宿泊体験学習に行ったことで，前よりも，みんな仲良くなったと思うからです。
ウォークラリーでは，みんなで協力して問題に答えたりしたのが１番心に残っています。
二つ目は持久走大会です。理由は，練習の時よりもタイムが速くなっていたし，去年よ

りも順位が上がっていたからです。走る前にグラウンド五周と言われたときは完走できる
か心配でしたが完走できたのでよかったです。
三つ目は，学芸会です。理由は，日本の四季を感じさせるものの秋で，私はしめ太鼓を

やったからです。リズムをくるわせないようにするのがたいへんでしたが，本番はうまく
いったのでよかったです。
冬休みにがんばりたいことは，二つあります。一つ目は勉強です。理由は，三学期にあ

るまとめテストで，高得点を取りたいからです。とくに，苦手の「単位量あたりの大きさ」
をしっかり復習したいと思います。
二つ目は習い事の水泳です。理由は，進級テストで四級を合格したいからです。そのた

めに，せ泳ぎのタイムが上がるようにしっかり練習したいと思います。
二学期と冬休みを生かして三学期もいろいろなことにチャレンジしようと思います。

三学期始業式での発表
わたしが，冬休みに楽しかったことと ３学きにがんばりたいこと

２年１組 はこ石 り こ

わたしが，冬休みに楽しかったことは三つあります。
一つ目は，サッカー大会のことです。サッカーのさいごに６位でメダルをもらってうれしかったこと

です。
二つ目は，かむいスキー場に行ったことです。リフトにのって，１ばん上からじょうずに，すべれた

ことです。
三つ目は，おばあちゃんちに行ったことです。お昼を食べた後は，近くのじんじゃに行って，おみく

じを引いて，すえきちがでてうれしかったです。こんどは，大きちを引きたいです。
つぎに，３学きにがんばりたいことを，二つ発表します。
一つ目は，スキー学しゅうのことです。スキー学しゅうでは，ハの字でじょうずにすべれるようにが

んばりたいです。
二つ目は，おべんきょうです。
わたしは，国語のおべんきょうでかん字をじょうずにていねいに書けるように，がんばりたいです。
算数では，位をおぼえたり，けいさんをすばやくしたりできるようにがんばりたいです。

冬休みの思い出と三学期にがんばりたいこと
４年１組 佐久間 涼 太

ぼくは，冬休みにうれしかったことや楽しかったことが二つあります。
一つ目は，家族と紋別に行き，二人の友達ができたことです。紋別では，今までやったことのないお

にごっこやトランポリンを使ったあそびで体を動かしました。また，足もとが不安定な所ですもうをし
ました。あそびを通して，友達が二人ふえて，うれしかったです。
二つ目は，スキー学校で友達ができたことです。しかし，まだあまりなかよくなれていないので，もっ

となかよくなれるようにがんばろうと思います。
ぼくが三学期に向けてがんばろうと思っていることは，漢字五十問テストです。ぼくは漢字が苦手な

ので，がんばってべんきょうして五十問テストで八十点以上を取りたいです。また，四月からは五年生
になるので，規則正しい生活をまっとうしたいと思います。
これで，ぼくの発表を終わります。

冬休みの思い出と卒業に向けてがんばること
６年１組 西 尾 創 太

ぼくが冬休みで一番楽しかったことはクリスマスとお正月です。クリスマスでは，クリスマスプレゼ
ントをスイッチにしました。クリスマスの日の晩ごはんは，カニしゃぶと，家族みんなで作ったクリス
マスケーキ。カニしゃぶは，かにの足の中にある身をしゃぶしゃぶして食べました。カニは，修学旅行
いらいだったのでとてもおいしかったです。ケーキは，ロールケーキをまっちゃとクリームと２本買っ
て，ロールケーキをピラミッドのようにしてつみ上げて，あいだに生クリームとキャラメルソースをか
けました。みんなでケーキを作って食べるなんて，あまりやったことがなかったので楽しかったです。
味もバッチリでした。
次の日，クリスマスツリーの下にスイッチがありました。友達もスイッチだったので，とてもうれし

かったです。
お正月では，十二月三十一日にお父さんのおじいちゃん，おばあちゃんに会いました。晩ごはんまで

は，ずっとスイッチをしていました。晩ごはんは，ぼくの大好きなくりきんとんが色々とたくさんあっ
てごうかでした。たくさん食べて体重が三キロも太っていました。おじいちゃん，おばあちゃん，お父
さん，お母さんからお年玉をもらいました。
一月一日の日には，お母さんのおじいちゃん，おばあちゃんの所へ行きました。おじいちゃん，おば

あちゃんの所へ行く前に少し具合が悪かったです。おじいちゃん，おばあちゃんの所へ行っても具合が
悪かったので，晩ごはんは食べられませんでした。ですが，晩ごはんにあったおさし身だけはもって帰っ
て家で食べました。お年玉をもらいました。何も買いたいものがないので，貯金しました。
卒業に向けてがんばりたいことは，きれいな字を書くことです。字がほんとにきたないです。なので

自由研究を一年生から六年生までの漢字にしました。中学生になると勉強がすごく難しくなり，漢字も
難しくなると思います。なのでしっかりと家に帰ってきたら，漢字の復習をしたいと思います。
また，北鎮小学校のみんなが明るい笑顔でいられるように，六年生として自分からあいさつができる

ようにがんばりたいです。
卒業までの四十二日間，一日，一日を大切にして，北鎮小学校での思い出をたくさんつくりたいです。

北鎮小の皆さんの
活躍の記録（その２）
第52回
北北海道学生書道展

［硬筆］
○特選
（１年）小林奈々
（２年）甲斐菜都美，
菊地叶愛，杉谷莉桜，
蓼原芽依

（３年）野坂紗千，
松本来夢

（４年）小堀倫悠
○入選
（１年）白幡茉子，
田坂蒼大，峯山心葉，
今野史菜，服部秀俊

（２年）守田ここ美，
朝倉愛弥，草彅鈴香，
関口真央，田中胡子，
田村真唯，原 七菜，
今井瑳稀，木下蓮斗，
斉藤 凜，田川凛乃，
田邉李空

（３年）工藤あかり，
工藤暖子，野宮穂乃
香

（４年）宮澤 奏，
藤原莉央

（５年）峯山陽依，
長内優奈，田中美紅，
若生聖叶

○佳作
（１年）新田エレナ，
白鳥悠野，青山茉奈，
木村央佑，野坂一颯，

（２年）副島桂一朗，
眞下太一，野坂直樹，
箱石莉来，太田有俐，
上口時士

（３年）大橋くるみ
（４年）小川奈苗，
草彅絆生

（５年）飛田悠吾，
新田レイ，山内明音，
森 香澄

（６年）鎌田爽良

［毛筆］
○入選
（３年）大橋くるみ，
松本来夢
○佳作
（４年）宮澤 奏
（５年）田中美紅


