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芸術・文化の秋
ふと立ち止まり、「一体どうやって描いたのだろう」「どう
やって作ったのだろう」と思わせる子どもたちの作品、そし
て、地域の方々の力作が部屋いっぱいに展示されました。時
間をかけ丹精込めて仕上げた作品からは、何か声が聞こえて
くるようでした。優れた作
品には魂が宿ると聞きます
が ・・・。どの作品も心のこ
もった「きらり」と個性が光るものばかりでした。
当日、子どもたちは、縦割り班で作品鑑賞を行いました。
仲間の工夫した絵や工作から構図や色彩、形などを評価し合
いカードに書きました。書いたカードは、今、大廊下の掲示
板に貼ってあります。仲間から、家族からの評価はとても嬉
しいもので、自己肯定感も同時に高まります。
○
○

色の使い方、かげをこくぬり、動きが見えてすばらしいです。（K.I）
和太鼓をたたいている様子がよく分かりました。太鼓が本物にかかれているみたいですごいと
思いました。（T.K)
○ あさがおのしるを使っているので、びっくりしました。（M.M)
○ 絵が細かくて、色も細かくぬっていて本物のような絵でした。後ろの緑の部分が点々でぬって
いたので、今度、私もまねしたいです。（M.O）
（～メッセージカードより抜粋～）

作品鑑賞後、「私の大切な命」をテーマにお話とヴァイオリン・マリンバの演奏で音楽鑑賞の
時間を設けました。命とは目には見えない大切なもの、生きている時間であること、命は多く
の人の命とつながってきていること、お子さんの素敵なところ、よいところをたくさん書き出
してみてください・・・、曲と曲と
の間に貴重な「命」の話をしていた
だきました。自分も周囲の人の命も
大切にしていける分田の子どもたち
には、命の大切さがよく理解できた
ものと思っています。大切な命は、
一人に一つずつ。
今年は、各地で地震や台風など多くの災害がありました。文化
祭当日は、安全に、確実にご家族へ児童を引き渡す訓練を行いま
した。バザーや遊休品販等様々な準備や活動がある中、皆様のご
協力のもとで訓練を行うこ
職 員 紹 介
とができました。このよう
五十嵐
な引き渡しを行う事態がな 美 紀 養 護
いことを願っていますが、今 教諭が９月
回、実施してみて、うまく 末より体調
できたところ、改善できる 不良のため
ところを検討したいと考えています。保護者の皆様には 休暇に入り
校内放送と分田安心メールで連絡をさせていただきました。 ました。休暇期間中は、小林 春
実際は校内放送による家庭連絡は無理ですので、メール 奈 養護助教諭が勤務いたします。
配信が有効な手段となります。ご家族でメール登録がお
どうぞよろしくお願いいたします！
済みでない方は、ぜひ登録いただけると有り難いです。

◆◆◆
＜９月３０日(金）＞

９ 月 下 旬 ～ 10月 下 旬 の 教 育 ト ピ ッ ク ス

５年生

稲刈り

＜10月２日(日）＞

天気に恵まれず
予定した日よりも
少し遅れて稲刈り
を行いました。鼎
会の皆様やご家族
のご協力をいただ
き、見事に実った
コシヒカリが収穫
できました。刈り取りも素早く、みんなで作業して
いると、「楽しい！」という子どもたちの声が聞こ
えてきました。なんとも頼もしい限りです。既に、
天日干しの自然乾燥米は、脱穀が済み学校へ届いて
います。ご支援ありがとうございました。

＜９月３０日(金)＞縦割り班花苗植え（地域ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ大作戦）
朝、後期の縦割
り班 の結 成式を 行
っ た後、 玄関前 に
班 ごとに 耐寒性 の
強 いパ ンジーと ビ
オ ラの 花苗をプ ラ
ン ター に植えま し
た 。上 級生が 、下
級 生 に 植え 方 を教
えたり、率先して培養土をプランターに入れたりする
など活動をリードしました。子どもたちの笑顔同様に、
玄関前に見事に咲いています。

◆◆◆

PTA早朝親子校舎整備作業

窓ふき、側溝の掃除に
親子で参加していただき
ました。お陰様で天候の
よくない日も、明るく整
った環境のもとで子ども
たちがこれから学校生活
を送れます。お休みの貴
重なお時間をありがとうございました。

＜１０月４日(火)～７日(金)＞ あいさつ運動
第２回水原中学校区
一斉あいさつ運動を行
いました。６日(木)は
台風通過が心配され中
止でしたが、１学期同
様、中学生のハイタッ
チのお手本に合わせて
「おはようございます！」
の元気のよいあいさつの声が響き渡りました。保護者
の皆様からもご協力いただきありがとうございました。
＜１0月5日(水)＞ 校内マラソン大会
沿道にはたくさん
の保護者、ご家族か
ら、グラウンドには
全校の仲間からの声
援を受けながら、自
分のめあてに向かっ
て完走することがで
きました。走ってい
る仲間への「がんばれ～！」「もう少しだよ！」と
いう温かな魔法の言葉に背中を押され、自己の記録
が更新できた子どもがたくさんいました。

児童の活躍
校内マラソン大会１・２年 800mの部

３・４年 1200mの部

５・６年 1500mの部

１年男子
１年女子
２年男子
２年女子
３年男子
３年女子
４年男子
４年女子
５年男子
５年女子
６年男子
６年女子

主 な 行 事 予 定
11月 2日(水) ２年校外学習(神田酪農)
4日(金) 校内読書旬間(～14日）
、朝の読み聞かせ
２年校外学習(市立図書館)
5日 (土) 「深めよう 絆 県民の集い」 りゅーとぴあ
8日 (火) Web国語、クラブ(最終）
9日(水) 朝の読み聞かせ
あがの子ども未来ﾌｫｰﾗﾑ 13：30～ 水中

１位
１位
１位
１位
１位
１位
１位
１位
１位
１位
１位
１位

山田 拓真 さん
齋藤 里華 さん
長谷川 航大 さん
山内 莉緒 さん
二瓶 希望 さん
松田 莉杏 さん
渡辺 悠生 さん
大滝 真絢 さん
長谷川 侑輝 さん
古日山 繭里 さん
鈴木 柊哉 さん
酒井 ひな さん

10日(木)
11日(金)
14日(月)
15日(火)
16日(水)
17日(木)
22日(火)
24日(木)

３分46秒
４分15秒
３分32秒
４分12秒
５分36秒
５分39秒
５分９秒
４分57秒
６分12秒
６分50秒
５分55秒
６分12秒

大会新記録

大会新記録

大会新記録

４年校外学習(県庁）
Web算数
朝の読み聞かせ
３年校外学習
学力・元気アップ週間(～22日)
避難訓練
うきうき朝会
分田フェスティバル

