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～ Step & Go！～

力を合わせたイベント集会
河原田小で行ったイベント集会。企画・準備・活動と様々な
役割でがんばった５・６年生。多くのお客さんに囲まれ、忙し
い中にもうれしそうな表情が見られました。工夫し、協力して
やり遂げたこの経験はすてきな宝物になったことでしょう。
帰りたくなかったイベント集会
河小と一緒に給食を食べるのが、うれしくて
心配でした。いつも遅いので、速く食べること
に集中しました。歯磨きのときに５年生の女子
から「遊べる？」と誘ってもらったけれど、準
備のために遊べず残念でした。視聴覚室から遊
んでいた人が見えたので、手をふったら笑顔で
近くまで来てくれました。イベント集会では、
誘ってくれる人もいました。新しい友達ができ
てよかったです。
イベント集会で思ったこと
ぼくがイベント集会で思ったことはみんなの
絆のことです。来年の統合に向けて友達の名前
などが覚えられて、沢根と河原田の絆が一気に
深まったと思いました。イベントは自分たちも
店を出せるし、やり方などの話もできるので、
新しい友達を作ることができました。この調子
で友達を増やしたいです。

イベント集会でうれしかったこと
うれしかったことの一つ目は、バルーンシュ
ーティングのお店に、お客さんがたくさん来た
ことです。できるだけ笑顔でがんばりました。
二つ目は、４年生といろんなお店に行けたこと
です。４年生と息を合わせてゲームをしたのが
楽しかったです。
河原田小とのイベント集会
今日のイベント集会でよくできたところは、
自分から進んでできたことです。ぼくたちのお
店は「わゴムしゃてき」で、うち方が分からな
いお客さんに自分から教えられたことです。来
た人たちが楽しかったと思ってくれたらうれし
いです。楽しかったことは、いろんなお店で遊
んだことです。それぞれのお店の工夫が良かっ
たです。来年は、河原田小の人と仲良くしたい
です。

河原田と沢根のイベント集会
年に一度のイベント集会でした。河原田のお
楽しかったイベント集会
わたしたちのお店は「カンつみきょうそう」 店も回りました。前半は仕事でした。続々とお
です。わたしは前半に遊んで、後半に仕事でル 客さんが来て、とっても口を使うので、あごの
ール説明をしました。いっぱいお客さんが来て、 筋肉がきたえられたと思います。後半はいろん
楽しんでくれたのでよかったです。一番楽しか なお店をまわりました。「スライドパズル」や
ったのは２年生の「ホームランボール」です。 「紙ヒコーキなげ」もしました。来年は、河原
田と沢根がくっつきます。また一歩絆を深めら
来年も楽しいイベント集会にしたいです。
れてよかったなと思いました。
ドキドキしたイベント集会
楽しかったイベント集会
今日がんばったことや難しかったことは接客
です。一つ目は、お客さんに言う言葉です。詳
ぼくは、前半が遊びでした。河原田小の出
しく言ったら、笑ってカンつみをしてくれてよ 店はすごいな～と思いました。みんなが楽し
かったです。二つ目は、大きな声を出すことで める工夫や自分の仕事をてきぱきとやってい
す。恥ずかしかったけれど、お客さんに聞こえ てすごかったです。ぼくの仕事はルール説明
るように大きな声を出しました。上手にできま でした。大人の人にも伝わりやすくするため
した。お店をまわったとき、河小のお店がとて に、レーンの所を教えて、分かりやすい説明
も楽しかったです。
ができました！

初めて河小でやったイベント集会
私たちのところは、的あてをやりました。
私は、１年生と一緒に的直しをやりました。
ほかにも使い方を教えたり、壊れたのを直
したりしながら自分の係をしました。協力
してできたと思います。後半は、５年生と
１年生と私でお店をまわりました。いろい
ろあって迷いました。すごいと思ったのは、
「バルーンシューティング」で１年生が２
回連続で入ったことです。私は１回しか入
らなかったけれど、楽しめたのでよかった
です。
イベント集会
ぼくは、前半にお店の当番をしまし
た。人がたくさん来ていて大変でした。
でも、楽しかったです。お店を回る時
は混んでいて並ぶのに時間がかかり、
行けたのは４つでしたが、とても楽し
く遊べました。最初で最後のイベント
集会で、まだ何かやりたかったです。
また、河小の人たちとも交流ができま
した。友達もたくさん増えてよかった
です。
チーム一丸となって
私は、このイベント集会がとても
楽しかったです。わけは、みんなで
一生懸命作って、チーム一丸となっ
てできたからです。そして、お客さ
んの笑顔が見られたからです。最初
は沢根で行わないこともあり、とて
も不安でした。でも、少しずつ作業
が進み完成に近づくにつれ、楽しみ
の方が大きくなりました。本番では
みんなも一生懸命お客さんと接して
いてうれしかったです。すごく達成
感が得られました。河小のお店も様
々な工夫がされていて、おもしろか
ったです。

イベント集会
私がこのイベント集会でがんばったことの一
つ目は準備です。ほぼ６年生２人で決めていた
ので、すごく大変でした。しかし、後から５年
生もしっかり手伝ってくれて助かりました。二
つ目は、下学年の面倒を見ることです。下学年
が多くて説明するのが大変でした。でも、本番
はみんなが一つになってしっかりがんばってく
れて、すごくうれしかったです。お店の名前は
「わりばしのゴム射的」でした。最後のイベン
ト集会はすごく楽しかったです。想い出に残り
ました。

初めてのイベント集会！
今年は「なかよし祭り」ではなく、「イベント集会」
として河原田小学校でやりました。河小のみなさんと
もやったので、とっても緊張しました。お客さんのほ
ぼ全員が「知らない人」の中で、話しかけられるか心
配でした。でも、思った以上に楽しく接することがで
きてよかったです。１年生のことを、２年生・４年生
がしっかりアシストしていてすごいと思いました。
お店をまわる時は、１年生と５年生でまわりました。
どれもおもしろそうでした。箱の中身あてや紙飛行機、
ダーツなど楽しかったです。
緊張したけれど楽しかった
イベント集会
４時間目から準備をしまし
た。その後に一緒に給食を食
べました。最初は緊張して座
れなかったけれど、友達と行
って座りました。量が多かっ
たです。５時間目がイベント
集会でした。私は、後半に仕
事をしました。たくさん動い
て、いろいろなことができま
した。ルール説明も上手にで
きてよかったです。これから
も、河原田小学校の人たちと
仲良くしたいです。

イベント集会
前半遊ぶとき、あ
いむさんと行きまし
た。お店は５つしか
回れなかったけれど
楽しかったです。後
半の仕事も楽しかっ
たです。みんなで協
力して仕事をがんば
りました。お客さん
が少ないときは、大
きな声で呼び込みま
した。イベント集会
は、遊びも仕事も楽
しかったです。

一歩ずつ冬がやってきています。気温の変化が風邪をひきやすくして
います。衣服の調節や睡眠・食事などに気を付けるようお願いします。

おいしかったね もちつき大会
みんなで声をかけ合い、学校中をおいしいにおいでいっぱいにしたもちつき
大会が終わりました。臼と杵でもちをつく貴重な経験はなかなかできません。
子どもたちも、おいしさとさみしさを味わっていたようです。一つ一つ行事が
終わるにつれ、「閉校」が目の前にせまってきます。残りの沢根小の時間を大切にしたいです。

沢小最後のもちつき大会
私が心に残ったことは２つあります。１つ目
はもちつきです。５・６年生は草もちをつきま
した。白いもちが少しずつ緑になっていき、よ
もぎの香りになってきて、早く食べたくなりま
した。２つ目は食べる時間です。今年も友達と
一緒に食べました。とんじるのおかわりに行っ
たり、話をしながら食べたりして楽しかったで
す。去年より１つもちが多く、とんじるは１杯
多く食べられてびっくりしました。
もちつき大会をして思ったこと
楽しかったことの１つ目は、もちつきのとき
です。ついたおもちを、後でみんなでおいしく
食べるためにがんばってつきました。１回目よ
り、２回目の方がやわらかく感じました。だか
ら力いっぱいついて、おいしくなるようにしま
した。２つ目は食べたときです。みんなと一緒
に食べて、とてもおいしかったです。
最後のもちつき大会
私は、最後のもちつき大会で草もちをつ
きました。ついたおもちをとんじるに入れ
たり、きなこやあんこをまぶしたりしまし
た。来賓の人にも配りました。みなさん喜
んでくれたので、よかったです。とてもい
い思い出になったし、とても楽しい時間で
した。

沢小最後のもちつき大会
心に残ったことの１つ目は、みんなでお
もちをつくことです。みんながたくさんつ
いたので、もちもちになりました。２つ目
は、みんなで食べたことです。おいしくた
べました。来賓の方に、おもちやとんじる
を上手に運べて良かったです。途中で汐里
さんと一緒に「おかわりいかがですか」と
聞きに行きました。にこにこして答えてく
れてうれしかったです。
沢小最後のもちつき大会
私は、「はじめの言葉」を言いました。マイ
クを持ったら緊張しました。でも、間違えず
に言えてよかったです。いよいよもちつきで
す。去年よりきねが軽かったので良かったで
す。もちは、６年女子とＡＬＴの先生と食べ
ました。おもちは１種類ずつ取り、とんじる
はみそ味にしました。朝早くから作ってくれ
たとんじるは、とてもおいしかったです。み
んなでがんばってついたおもちも、とてもお
いしかったです。最後のもちつき大会は悲し
いけれど、楽しめて良かったです。

がんばったもちつき大会
私は、今日のもちつき大会でがんばれたと
思います。それは、力を入れてもちをつけた
からです。きねが重くて高く上げられなかっ
たけれど、しっかりつけました。理由のもう
一つは、配膳で６年生と一緒にしっかりでき
たからです。はじからどんどん配りました。
沢根小最後のもちつき大会
最後のもちつき大会なので、もちつきの
ときに「よいしょ！」を大きな声で言うよ
うにがんばりました。来賓の方に声をかけ
るのが難しかったけれど、６年生が自分か
ら大きな声で言っていてすごいと思いまし
た。みんながついたおもちはとてもおいし
かったです。味わって食べました。もちつ
き大会は、忘れないで取っておきたいです。
今日は、思い出がつまった日になってよか
ったです。
沢小最後のもちつき大会
今日は最後のもちつき大会でした。みんな
とペッタンペッタンもちをつきました。まず、
大人がもち米をきねで練ってもちにして、そ
れをみんなでつきました。そして、ぼくの番
がきました。きねがとても重くて、ペチペチ
という音がしました。みんなでついたもちを
食べたらとてもおいしくて、８個くらい食べ
てしまいました。仲良く食べられてよかった
です。

（＊ミニバス大会の感想です）
勉強になった遠征
ぼくがこの県大会で学んだことは、みんな
とのコミュニケーションが大切だということ
です。パスや動きの判断をすると、どんどん
実力がアップすると思いました。他のチーム
もすごかったです。背が低い選手でも、仲間
との助け合いでシュートを決めていて、すご
いなと思いました。
沢小最後のもちつき大会
このもちつき大会で、学んだこと、楽しか
ったこと、思ったことがあります。もちつき
のとき、きねの持ち方を忘れてしまったら、
地域の方や友達が教えてくれました。地域の
人の優しさを学びました。友達とおもちやと
んじるを食べたのが楽しかったです。みんな
で食べると楽しくていっぱい食べました。お
客さんへの配膳のときは、幸穂さんがお盆を
持ってくれてすごく助かりました。しっかり
おもてなしができたと思います。最後で悲し
いけれど、みんなでおもちを作って絆が深ま
りました。

もちつき大会
きねはとても重く、振り上げるの
も難しかったけれど、自分たちで楽
しくもちをつくことができました。
来賓の方にちゃんと声かけをして配
れたので良かったです。自分でつい
たもちは、とてもおいしくいただき
ました。とんじるは、１・２時間目
からいいにおいが充満していました。
ぼくは醤油が大好きなので、おかわ
りをしました。とても楽しいもちつ
き大会でした。
みんなで食べておなかいっぱい
一番楽しかったことは、一生懸命
ついたもちを、みんなでおなかいっ
ぱい食べたことです。私は、もちを
つくときからワクワクしていました。
自分でついたもちを食べるのがとて
も楽しみだったからです。ついてみ
ると、きねは重くてなかなか持ち上
ったけれど、その分とてもおいしか
がりませんでした。つくのは大変だ
ったです。とんじるは、ギリギリで
３杯食べられました。おなかもいっ
ぱいになったし、思い出もいっぱい
できました。みんなと楽しく食べら
れてよかったです。

最後の最後のもちつき大会
今回のもちつき大会は、今までと違うことが一つ
あります。それは、沢根小学校にもわたしたち６年
生にも「最後」だということです。楽しかったこと
は、お手本を見ているときです。理由は、すごい音
と迫力だったからです。大人がつくときの音は「ボ
ン！」などのすごい音でした。もちろん自分のトキ
も楽しかったです。重いきねをもってつくと、１５
回で汗が出てきました。でも、疲れた後のおもちや、
お母さんたちが作ってくれたとんじるはとってもお
いしかったです。この思い出を忘れないようにした
いです。
楽しかった沢小最後の
もちつき大会
私が楽しかったことは、
もちつきと友達と一緒に食
べたことです。もちつきの
とき、みんなで「よいしょ！」
と言いました。臼に入って
いるもちをついたら、のび
ました。おもちをつき終わ
ったら友達と食べました。
みんなでおかわりをしたり
食べたりするのが楽しかっ
たです。ＡＬＴの先生とも
一緒に食べられて良かった
です。みんなで楽しめるも
ちつき大会でした。

ついてついて
楽しかったもちつき大会
もちつき大会が楽し
みでした。
「よいしょ」
と声をかけました。実
際につくと、きねが思
ったよりも重かったけ
れど、力をこめてつき
ました。来賓の方に、
おもちやとんじるを運
び ま し た 。「 お か わ り
しますか」も言いまし
た。もちととんじるが
おいしくて、いつまで
も心に残ります。

生活習慣チェックカードの確認・記入をありがとうございました。
睡眠・食事をしっかりとることは、よりよい体と心作りの第一歩でもあります。
今回のチェック週間を「機会」として、これからも良い生活習慣を続けていって
ほしいと思います。
毎年恒例でもある風邪やインフルエンザの季節になってきました。
自分でもできる「手洗い・うがい」などから気を付け、体調の変化
を見逃すことがないように、心配りをお願いいたします。

版画に取り組んでいます！
恒例となっている伊藤先生による版画指導が始まっています。
５・６年生の今年の版画のテーマは「沢根小学校の思い出」です。
学習や運動、行事など様々な場面から、自分ががんばったこと、
心に残っていることを選んで版画に表しています。まず、下絵を
しっかり描くことに気を付けて、取り組んでいます。人物の重な
りや体のバランス、背景などを何度も細かくていねいに書き直し
をしています。よいものを作ろうという気持ちでがんばっている
姿が見られます。何度直しがあっても、きちんとやり直しをしている姿は、さすが「高学年」

です。
下絵も完成し、いよいよ「彫り」にはいります。
「彫り」は、下絵とはまた違ったていねいさが必要です。彫刻刀の使い分けや彫り方の違い、
細かい模様の場所などに根気よく取り組んで、それぞれがすてきな「自分の沢根小学校の一枚」
を作り上げてほしいと思います。

冬 の 健康 は 食事 か ら
毎月、栄養士の浅岡先生から給食時に栄養や食事のマナーについて話をしてもらっています。
今回は、① 冬の栄養、② 食後の休養です。根菜類が主となる冬野菜。体を温めるための様々
な料理にぴったりです。「冬野菜＋たんぱく質＋脂質」をうまく組み合わせることで、野菜を
上手にとり、冬の寒さに負けない元気な体作りをしてほしいと思います。
また、食べたものを消化し吸収するためにも、食後の休憩が大切になります。バランスよく
おいしく食べると食事も楽しくなります。健康への第一歩にしていきましょう。

調理実習に挑戦！
家庭科で調理実習を行いました。献立は「ごはん・みそ汁」
です。材料を量り、米をとぎ、煮干しの準備をすませ、いざ
調理開始！おいしいご飯を炊くために、時計を片手にガスを
じっと見つめます。煮干しのだしをとり、大根や油揚げを煮ていきます。班のみんなで協力し、
できあがった食事は…少し焦げてしまった部分もあったり、味噌
りしたものもありましたが、おいしく

の味が思ったより濃かった

食べることができました。

家庭科の学習を通して、食事の栄養バランスや、自分で調理ができる技能を身に付けていき
ます。冬休みには、ぜひお子さんと一緒に食事作りにチャレンジしてみてください。

薬物

～テレビの中の話じゃない～

昨日、６年生の保健体育の授業として、薬剤師さんから「薬物

乱用 防止 」 に つい て 教え て 頂き まし た。 覚醒 剤・ 大麻 など に代 表さ
れる違法薬物の所持・使用の禁 止と共 に、頭痛薬などの普段使う薬を
処方以上に使用することも「薬 物乱用 」だということを学びました。
薬物の怖さは、その 依存性 にあります。好奇心や勧誘などの軽い
気持ちから、どんどん強い刺激を求

めるようになり、自分の心と体をむしばむとともに

罪にもかかわるようになってしまいます。
思います。

犯

誘惑にのらない意志の強さを持ち続けてほしいと

２学期のがんばり
高学年として、運動に、学習に、行事に全力で取り組んだ
２学期でした。最後の雨が残念でしたが、陸上大会では、そ
れぞれが自分の種目に力いっぱい取り組みました。アオネバ
の道を声を掛けながら歩き、山荘から佐渡を見下ろした登山。ていねいに作品作りに取り組ん
だ文化祭。総合での学習を活かした学習発表会の劇。音と心を合わせて演奏した音楽発表会の
「少年時代」。全ての行事に「沢根小最後の…」がつくことがさみしくもあり、またがんばろ
うという気持ちももたせてくれたように思います。
学習では、自分の考えを相手に伝えようとする姿が見られました。計画的なドリル学習がう
まく進められない人もいましたが、がんばる姿がとても良かったと思います。継続する意志と
ていねいさが身に付くともっとよかったでしょうか…。様々な強調週間や普段の生活の中で、
おうちの方の励ましがあったからこそと感じています。ありがとうございました。
イベント集会では各班のリーダーとして進んで行動する場面も多く見られました。高学年と
して、全校の前で話したり代表になったりした機会では、自分にできることに一生懸命取り組
んでくれました。様々な活躍が光った２学期となりました。ご家庭でもこの２学期の成長を振
り返り、がんばりをいっぱいほめてあげてください。

ご協力ありがとうございました。３学期もよろしくお願いしたします。

明日から

冬休み

が始まります。あわただしい年の瀬や楽しいお正月をはさみ、

様々な出来事がつまった休みになります。どうしても生活のリズムが乱れがちになりますので、
体調を崩すことのないようご注意ください。心と体の健康が、学習にもよい影響を与えます。
早寝早起きなどの生活リズムを整え、学習・お手伝いなどを進んで行う
冬休みにしましょう。

「冬休みのせいかつ」を お子さんと一緒によく読み、

事故のない冬休みにしてください。

３学期も、元気な顔を待っています！

冬休みを計画的に

１２月２３日～１月８日

年末年始の行事もあり、生活リズムが乱れがちになってしまう冬休み。
５年生は６年生へ、６年生は中学生に向けて今までの復習を
しっかり行うことが大切です。学習の時間と内容をきちんと
決め、文字を整えて書く、筆算は消さずに残すなどをおろそ
かにせずに、集中して取り組みましょう。

