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縦割り班活動で心を育てる
校長 佐久間 義久
先日の学習参観には，ご多用の中，大勢の保護者様からお越しいただきありがとうござ
いました。学校再開までの間，子どもたち一人一人はじっと我慢の連続でしたが，ご覧い
ただいたように学習中や休み時間の様子はいつものペースに戻り，生き生きと過ごす表情
が多く見られるようになりました。学習参観後には感想を何件かいただくことができまし
た。今後もお気付きの点やご意見等いつでも学校までお寄せください。お願いいたします。
さて，日々の学校生活をとおして，子どもたちの学力をつけることとともに，豊かな社
会性を育むことは学校の大切な使命です。そこで，学校の教育課程には“特別活動（学級
活動，児童会活動，クラブ，学校行事 ）”があります。いわゆる教科外の活動です。昨今
では，諸外国においても，その素晴らしさに注目が集まり，
「トッカツ」を教育課程に設け
る国があるということは既にご承知の方も多いと思います。
新潟県や村上市では，特別活動を学校教育の重点に位置付けています。それは，児童の
主体的な話し合いをとおして意思決定したり合意形成を図ったりすることで，よりよい人
間関係を築き集団生活を構築できるようになると考えるからです。何より，みんなで何か
成し遂げて「楽しいな」と思えたら，何より大きな明日へのエネルギーとなり，また，み
んなで何かやりたいなと思えるようになる，それが特活の素晴らしさだと思います。
山辺里小学校では，毎年ふれあいウオークを実施していま
す。年度当初より，感染症の状況によっては難しいと職員一
同悩みましたが，規模を縮小してでも今やることが大切と考
え実施することとしました。それは，縦割り班ごとに活動の
めあてを立て，みんなでめあてに向かって頑張ることが仲間
づくりには欠かせないからです。また，高学年は今まで高め
てきた先輩としての力量を発揮しながら班をリードし，中・
昨年度のふれあいウオークのひとこま
下学年児童は，そのリードするかっこいい先輩の姿に学ぶ活
動が，子どもたちの絆をより深めると考えたからです。まさに，特活です。そして，この
縦割り班活動は年間を通じて行います。ぜひ，この特活にご期待いただければと思います。
熱い日差しとともに，梅雨が迫ってきました。感染症への対策を引き続き強化しながら
も，熱中症対策にも万全を期して参ります。毎日の体調管理をお願いいたします。

スクールカウンセラーを利用してみませんか？
髙橋 透スクールカウンセラー（ＳＣ）が着任しました。悩み事は，担任ばか
りでなく，髙橋ＳＣにも相談できます。子どもも保護者様も，悩みごと（お子
さんのこと，勉強のこと，友達関係など）がありましたら，どうぞ担任までお
知らせください。詳しくは後日配布の案内をご覧ください。※ 秘密は固く守られます。

５年生が田植えをしました
５月２２日に５年生が、総合の学習として借用している学校田
の田植えを行いました。天候に恵まれ、気持ちよく体験すること
ができました。
「泥がぬるぬるしていたけど、気持ちよかった。」
「まっすぐに植えるのは大変だった。」「昔の人は、全部手で植え
ていたので、大変だと思った。
」など、素直な感想を述べていま
した。大変たくさんのボランティアの皆様にお手伝いいただき、
ありがとうございました。順調な成長を願っています。

「ＰＴＡプール清掃」ありがとうございました
６月７日（日）には、ＰＴＡプール清掃が行われました。今年は天気も
良く、気温も上がり、気持ちよく清掃を実施することができました。参加
した子どもたちも、大変よく働いて立派でした。参加していただいた皆様
ありがとうございました。早速、きれいになったプールに水を入れ、水泳
授業の準備を進めています。新型コロナ対策をしながらですが、安全に楽
しく授業ができるよう気を配り、泳力をアップしていきたいです。
笠原芽衣教諭が病気加療のため、中澤陽子講師が着任しました。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

６月・７月の予定
６月
16 日（火）
17 日（水）
７月
２日（木）
３日（金）
10 日（金）
15 日（水）
22 日（水）

内科検診（４～６年）
スマイル集会
学習参観①
学習参観② 救急法講習会
町内子ども会
クラブ
委員会

28 日（火）
29 日（水）
30 日（木）
31 日（金）
８月
１日（土）

短縮４限下校
短縮４限下校
短縮４限下校 給食最終日
１学期終業式
夏季休業開始
※プール開放は、後日決定

山辺里小学校は、学校統合を経て今年度で創立 10 周年を迎えます。そこで、創立 10 周年記念
事業実行委員会を立ち上げ、準備を進めています。ここで、事業の概要をお知らせします。
皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

山辺里小学校 10 周年記念事業
起案者
１．事業名称
２．事業目的

１０周年実行委員会

山辺里小学校開校 10 周年記念事業
令和２年４月２日～令和３年４月１日
旧山辺里小学校・旧門前谷小学校が統合し新しい山辺里小学校が開校し 10
年目を迎えるに当たり、この学び舎で育った子供達と小学校の未来を考え

る慶祝事業
３．実施日時
令和 2 年 10 月 3 日（土） 運動会
10 月 25 日（日） 文化祭
４．実施場所
山辺里小学校
５．事業対象者
小学校生徒・ＰＴＡ・山辺里地域住民・歴代関係者（来賓）
６．組織図・外部協力者【別紙】
７．事業内容【別紙】
８．スケジュール
事前打ち合わせ報告
令和元年
１０月 ４日 第 1 回会議 協議（意見聴衆）
１１月 １日 第 2 回会議 協議（起案・予算案）
１２月１０日 第 3 回会議 協議（事業確認・予算案）
令和２年
１月２３日 第 4 回会議 協議（事業進捗確認、調整）
２月２８日 第 5 回三役会議 協議（総会提出案）中止
４月１０日 令和 2 年度 ＰＴＡ三役会 （総会議案提出）
４月２８日 ＰＴＡ総会 審議 実行委員会 中止
紙面議案に掲載、審議

事業概要
１．事業実施時期
令和２年１０月 ３日（土） 運動会 （予定）
１０月２５日（日） 文化祭 （予定）
２．組織図
実行委員長
伊與部恵一（R1 年度）
委 員 会
池江 哲玄（R1、2 年度） 本保
小野 美憲（R1 年度）
大滝
高橋 由香利（R1、2 年度）浅野
高橋 勝文（R2 年度）
佐藤
事

務 局 小学校担当

美穂（R1 年度） 天井 美紀（R1 年度）
和哉（R1 年度） 川村 寛之（R1、2 年度）
宏（R2 年度）
川内 春夫（R2 年度）
優治（R2 年度） 瀬賀 智之（R2 年度）
他各学年より 2 名程度ボランティア

大滝教頭先生
ＰＴＡ
－－－－－－－－－－－－－－－【総会】－－－－－－－－－－－－－－－
実行委員会

・来賓予定者【文化祭】
まち協会長 区長 歴代先生
・学校関係者【運動会・文化祭】
校長先生 教頭先生 先生 歴代会長
・広報
むらかみ新聞・いわふね新聞・新潟日報・NHK

協賛・協力
事務局（会計 1 人）
運動会

まちづくり協議会
区長会
山辺里区長会

文化祭

３．事業案
（１）運動会 10 月 3 日（土）
【ドローン撮影】
・人文字を上空より撮影する。
（文化祭時上映映像として使う）
・まち協とバルーンリリースを行う。
（２）文化祭 10 月 25 日（日） 30～40 分程度
【式典と映像上映】
・歴代学校関係者（校長先生・教頭先生・先生・PTA 会長等）からの声をいただく。

【記念品】
・「記念手ぬぐい」を児童一人に１枚ずつ贈呈する。
【記念米】
・１袋 2 合で、450 袋作る。
・30Kg 米袋は、精米すると 180 合×5 袋になる。
・精米は大滝ファームに依頼する。
（5 年生授業関連）
・10 月初旬に袋詰めをし、文化祭当日に配布する。
・オリジナルラベルを制作して、貼り付ける。
（5 年生総合授業）
・袋詰め・配布について、まち協へ協力を依頼する。
（３）広報活動
・さべり ing に掲載していただく
・むらかみ新聞・いわふね新聞・新潟日報・NHK にもお知らせする。
４．予算
【収入】
費
目
PTA 特別会費
まち協協賛費
区長会協賛費
合計
【支出】
費
目
ドローン撮影
風船リリース
映像制作

予

（単位：円）
算 額
説
明
200,000 令和 1 年度までの積み立てから
100,000 予定
100,000 予定
400,000

予

算 額
説
80,000 謝礼
70,000 200 個×350 円
30,000 謝礼

記念品
記念米
〃 パッキング
諸経費
予備費
合計

（単位：円）
明

58,000 200 セット
66,500 30Ｋｇ×5 袋 精米 300 円×5 袋
45,000 450 袋（50 円）ラベル（50 円）
20,000 白線石灰購入・事務通信費等予備
30,500 余剰金はＰＴＡ特別会費に返還
400,000

５．その他

ボランティア参加へのお願い
今年度山辺里小学校は開学１０年を迎えます。そこで私達実行委員会は昨年より今
年度の運動会と文化祭にて事業を企画し、児童、先生、保護者と地域の皆さん、そし
て小学校に携わって頂いた多くの方々と祝いたいと思っております。
運動会ではバルーンリリースを行うために子供達へ風船を手渡していただくこと
と、文化祭では前週に記念米の袋詰めを行いたいと思います。
どちらも時間的にはそれほどかからないと思いますが、記念事業に携わっていただ
ければ子供たちの喜ぶ顔を間近で見られると思います。
また、記念映像にはご協力いただいた方のお名前を掲載させていただきますのでぜ
ひ率先してご参加いただくことをお願いいたします。
10 周年記念事業実行委員長 伊與部 恵一

