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～ Step & Go！～

来週は 音楽発表会
学習発表会で演奏した「少年時代」を、今度は佐渡市
音楽発表会で発表します。学習発表会後の練習で、曲の
感 じを表 現するた めに、 音のタイ ミングを 合わせた り滑
らかな演奏ができるようにしたりとがんばっています。
当日は、午後の発表になります。３～６年生２６人の心と音を一つにして、沢根小学校最後の
リコーダー演奏に取り組みます。お時間がありましたら、ぜひ聞きに来て下さい。

読書旬間です！
読書旬間が始まっています。沢小読書デーでじっくりと読書にひたった子どもたち。昨日は
職員の読み聞かせを楽しみました。楽しいお話、実話、かくし絵など様々なジャンルがありま
した。いろんな本に触れて、読書の良さを見付けてほしいです。
さて、読書旬間の取組の一つに「親子読書」があります。家の人と一緒に読んだり、逆に家
の人に読んであげたりして、家族で一冊の本の面白さを共有する時間にしてほしいと思います
お忙しい時期ではありますが、よろしくお願いいたします。

避難訓練 ～休み時間に～
７日に、家庭科室から出火という想定の下、
「休み時間の避難」
を行いました。急に響いた非常ベルにびっくりした子どもたちで
したが、火元から遠い方を通って避難を行うことができました。
他にも、消火器を使った消火の見学や煙体験を行い、消防署の方
から避難の仕方や通報の大切さを教えて頂きました。命を守るための一つ一つの行動を、避難
訓練では学びます。避難の方法や情報の聞き方など、しっかり身に付けてほしいと思います。
私は、２０分休みに１年生と卓球をしていまし
た。急にベルが鳴ったので１年生を友達と「静か
にしようね」と落ち着かせました。小さな子はわ
たしたち以上にびっくりする事が分かり、落ち着
かせることの大切さを知りました。子どもは、ま
ず逃げることが大切で、もし火事になったら他の
人に知らせることが自分の命を守る事につながる
ことが分かりました。

避難訓練で分かったことは、消火器
の使い方です。先生方の使い方を見て
使う順番が分かりました。もう一つは、
煙がでたら姿勢を低くすることです。
煙は上に上がるからです。火事が起き
たときには、今日やったことを思い出
したいです。

私は、今日の避難訓練で失敗してしまったことがあります。それは、冷静さが足りな
かったことです。ジリジリと急に大きな音がして驚いたので、かがんで逃げるのを忘れ
てしましました。今回は訓練でしたが、本当に火災などが起こったときは、小さな失敗
も許されません。しっかり落ち着いて行動できるように気を付けたいです。

６年生＆５年生図書委員読み聞かせ
月曜日に、６年生と５年生の図書委員による読み聞かせが行われ

ｖ

ました。低学年にも易しく、もう一度読みたいと思う本をチームで
協力して選び、読み方も工夫することができました。挿絵をゆっく
り見せたり感想を聞いたりしながら、楽しんで読み聞かせをしてい
る姿がすてきでした。

心に響いた音楽発表会
アミューズメント佐渡で行われた沢根小学校として最後の音楽
発表会。６年生による言葉から始まった演奏は、一人一人の音が
全体の音に重なって心に響くものになりました。いままでの練習
が実を結んだのでしょう。みんなと心を合わせたこの経験をこれ
からも大切にしてほしいと思います
楽しかった音楽発表会
感想の１つ目は、練習通りに行かなかったこ
とです。やっぱり緊張には勝てないのかなと思
います。残念です。２つ目は、これが沢小最後
だという実感があることです。リコーダー演奏
が終わったら、「ああ、終わってしまった…」
と思い、悲しくなりました。でも、演奏は楽し
くできてよかったです。もう沢根小学校と名前
は出ないけれど、この思い出を私の中でずっと
残していけたらなと思います。
音楽発表会で思ったこと
ぼくが思ったことは、今日が沢根小学校の最
後の演奏だということです。ぼくは、最後を意
識して演奏をしました。あまり失敗もなくよか
ったのですが、１つだけ＃レを失敗したので少
しくやしかったです。最後に話をしてくれた人
も、「沢根小学校は閉校」と言っていました。
やり遂げることができてよかったです。
最後の音楽発表会
私は、パートの練習のとき、つっかえたりし
てうまくできませんでした。何度も練習したら、
あまりつっかえなくなりました。全体練習では、
楽譜を見ないようにしようとしたけれど、見る
ことが多かったです。最後は見ないでふけまし
た。発表はうまくできてよかったです。

音楽発表会でうれしかったこと
うれしかったことの１つ目は、音をしっかり
きれいにふけたことです。お母さんからも、
「き
れいだったよ」と言ってもらいました。２つ目
は、他の学校の合奏で、私の好きな歌や曲が出
たことです。「残酷な天使のテーゼ」が出たと
きは、少し興奮しました。
沢小最後の音楽発表会
今回は「少年時代」をふきました。最初はか
なり緊張していました。電気がつくと同時に、
お客さんの顔がよく見えたのでますます緊張し
ました。でも、演奏が終わるとたくさんの拍手
が会場に響き渡りました。ぼくは「やってよか
った」と思いました。沢根小学校最後の音楽発
表会は、上手にできてよかったです。去年より
今年は早く覚えて演奏ができました。そのおか
げで、本番もうまくできたと思います。
佐渡の音楽発表会
佐渡の小学校が集まって音楽発表会がありま
した。ぼくたちの番が来て、リコーダーをふき
ました。多くの人たちが見ているので、ガタガ
タふるえ、小さな音が出ただけでした。けれど、
この音楽をきくために集まっているんだから大
きな音を出さなきゃと思って、大きな音を出し
ました。途中からでしたが、みんなが喜んで聞
いてくれてよかったです。

緊張したリコーダー演奏
ぼくは、今日の演奏で、練習したこと
を本番で出しました。緊張が止まらなく
てどうしようかと思ったけれど、みんな
もがんばるんだからぼくもがんばろうと
思いました。最後にすっきりしました。
沢根小学校最後の演奏で、最高の演奏が
できてすごく思い出に残りました。

沢小最後の音楽発表会
私ががんばったことの１つ目は、強さを変え
ることです。「少年時代」の強弱を付けること
で 音 楽 の 聞 こ え 方 が 変 わ る の で 気 を 付 け まし
た。２つ目は、＃のソやファです。ファはたく
さん穴をおさえるので、そこに気を付けました。
上手にふけてよかったです。今年で沢根小学校
の発表が最後なので、みんなで気持ちを合わせ
てできてよかったです。

リーダーをやった最後のリコーダー演奏
沢根小学校で音楽発表会に出れるのは今年
が最後です。今年のリーダーは友達とリコー
ダーの苦手な私でした。ソプラノをふきまし
た。私はたくさん練習をして、全体のリーダ
ーをがんばりました。練習のときテンポが速
くなってしまうところがあり、みんなでゆっ
くり合わせながらやりました。ステージに上
がるととても緊張して手がふるえて、しっか
りふけるか不安でした。でも、一回も間違え
ずにふけたのでよかったです。
発表会
沢根小学校最後の発表会でした。ぼ
くは、演奏自体は緊張しませんでした
が、最初の一言に緊張していました。
でも、しっかりはきはきと言えてよか
ったです。家に帰ってから、お母さん
にもほめられてうれしかったです。沢
根小学校最後の音楽発表会でしっかり
リコーダーがふけてよかったです。

がんばったリコーダー練習
私が一番意識してがんばったこ
とは、とにかく音を間違えないこ
とと、音をきれいにつなげること
です。同じような音の所がいくつ
もあるので、同じ所と違うところ
をそれぞれ覚えるのが大変でし
た。音をきれいにつなげるのはと
ても難しかったです。特にアルト
だけが主旋律になる所は、きれい
に聞こえるようにするのが難しか
ったです。とても緊張しましたが、
高い音まできれいに出てよかった
です。沢根小最後と思うとさびし
いですが、悔いのないように終わ
れてよかったです。

音楽発表会最後のリーダー
沢小、そして小学校生活最後の音楽発表会
でした。私は初めてリーダーをやりました。
３～６年生をまとめられるように努力しまし
た。私ががんばった１つ目は強弱です。私は
アルトリコーダーをふきました。練習の時は
いつも強くふいてしまいましたが、本番では
上手にふけました。２つ目は先生の方を向く
ことです。これもできました。私が音楽発表
会で学んだことは、協力することとあきらめ
ない気持ちです。これからも忘れないで学校
生活を送りたいです。

最後の音楽発表会
今日の音楽発表会は、沢根小学校にとっても、私
たち６年生にとっても最後でした。最後の発表会で
演奏した曲は「少年時代」です。私が担当した楽器
は、アルトリコーダーです。初めてふくリコーダー
で、ソプラノリコーダーとは穴をおさえる指の場所
も違うので、楽譜を見てすぐふくのは大変でした。
高いレはどうしても低い音になってしまいました。
でも、本番ではとってもきれいな「レ」を出せてよ
かったです。

精一杯がんばれた
沢小最後の音楽発表会
私たちが発表した「少年時代」
でがんばったところの１つ目は、
始めの言葉です。私は最初に言
いました。緊張していたけれど、
大きな声ではきはきと言えてよ
かったです。２つ目は間違えな
いようにふくことです。ライト
が当たった時は「がんばるぞ」
と思いました。指揮をしっかり
見ないと速くなるので気を付け
ました。沢根小はもうすぐ閉校
だけれど、これからも全校のみ
んなで協力していろいろなこと
に取り組みたいです。

沢小最後の音楽発表会
ぼくは、音楽発表会
でアルトリコーダーを
ふきました。最初は緊
張していたけれど、緊
張がなくなってきまし
た。始めに言う言葉は、
上手に言えたと思いま
す。その後の演奏は少
し間違えましたが、た
くさん間違えなくてよ
かったです。ふいてい
るときは、あまり緊張
しませんでした。きれ
いな音が出たと思いま
した。

時間の使い方を工夫して…
先週、図書委員会から「多読書賞」の表彰がありました。高学年に
なると、学習や行事・課外活動などでじっくり読書をする時間がとり
にくくなるのは事実です。また、ページ数が多い本を手にすることに
なり、１冊を読み終えるまでに時間がかかり、読んだ本の数は減ってきます。そのなかで、
絵本や漫画以外でしっかり本を読み終えるというのはことは大切なことです。本から得られ
るものは様々です。自分の時間の使い方を工夫して、ぜひ本に触れてほしいと思います。
１６日からは、「第４回沢小勉強ウィーク」が始まります。計画を立てて取り組めるよう
がんばってほしいものです。

イベント集会に向けて
昨日の児童朝会で、２９日のイベント集会に向けてのお店紹介が
ありました。沢根小は、なかよし班２つが協力してお店を作ります。
簡単なルールやお店のアピールポイントの発表があり、子どもたち
に「わくわく感」が高まりました。
なかよし班で活動するために、５・６年生は、道具やルールの準備を時間を見付けて行って
います。どんな材料が必要か、自分たちができる工夫は何か、
どん な順 番で作業 を進め ていっ たらいい のかなど を考え るこ
とで、活動の見通しをもち安心して取り組むことができます。
これは、 今回のイ ベント 集会だけ でなく、 様々な 活動全てに
必要なこ とでもあ ります 。準備や 見通しの 大切さ を知り、楽
しい活動に向けてがんばってほしいと思います。

第４回沢小学習ウィークが始まっています！
昨日から始まった沢小学習ウィーク。今回はカードに学習の開始・終了時刻を
記入することにしました。帰宅後の時間の使い方をお子さんと確かめ、集中して
取り組めるように励ましをお願いいたします。

２学期もあと一か月に…
１１月もあと１週間となり、２学期の終わりも見えてきました。
スポーツの秋（陸上大会・マラソン大会）、芸術の秋（文化祭）、読
書の秋（読書旬間）と過ぎ、子どもたちは学習のまとめに取り組ん
でいます。漢字ドリルの１回目の練習は、もうすぐ終わりになりま
す。計算ドリルは学習の進度に合わせています。２回目の数を確認し声かけをしています。
２回目を着実に進めている子、宿題はがんばるけれど自学としてはなかなか行えない子など
様々ですが、２学期の学習をしっかりと身に付けるためにも、毎日の家庭での学習を計画的に
進めてほしいと思います。先日行われた「沢小学習ウィーク」では、ほとんどの５・６年生が
休日も６０分の学習時間を達成できていました。学習ウィークの期間だけでなく、継続しての
取組となるように続けて声かけをしていきますので、ご家庭でも励ましをお願いします。

