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刈羽小だより

10月20日(土)に、品田村長様、横田刈羽村議会議長様をはじめ多くのご来賓、旧職

員等の皆様をお招きして、創立40周年記念式典・音楽発表会を刈羽村第２体育館で行

いました。当日は多くの保護者・地域の皆様にもお越しいただきました。ありがとう

ございました。今回の40周年にあたり、創立40周年記念事業実行委員会よりトランペ

ット８台、アルトホルン２台を寄贈していただきました。大切に使わせていただき、

マーチング活動の充実に努めてまいります。

刈羽小学校は、1979(昭和54)年４月１日に旧刈羽小学校・高町小学校・勝山小学校

・赤田小学校の４校が統合し、村唯一の小学校として誕生しました。そして、2,001名

もの卒業生を送り出してきました。40年の歩みにおいては、現在の教育活動につなが

っている活動が脈々と引き継がれています。一例として、1985(昭和60)年には、現在

のマーチングバンドにあたる鼓笛隊が赤田トンネル開通式に参加しました。また、199

2(平成４)年には、国際理解教育セミナーが開催され、５ヶ国12名のお客様をお迎えし

ました。さらに、2006(平成18)年には、ファミリー遠足で赤田城址に行っています。

近年では、2014(平成26)年から刈羽コミュニティ･スクールがスタートしました。

これらの活動は、刈羽小学校にご勤務された先生方のご努力と、保護者・地域の皆

様のご理解とご協力あってのことです。改めて感謝申し上げます。これまでの歴史と

伝統を受け継ぎ、これからも村民の皆様の期待に応え、「元気いっぱい、笑顔いっぱい」

の刈羽小学校を目指してまいります。今後もご支援を賜りますようお願い申し上げま

す。

校長 佐藤 克己

来賓祝辞（刈羽村長 品田宏夫様） 記念品目録贈呈（実行委員長より児童へ）

創立 40周年記念式典・音楽発表会
を行いました



９ ・ 1 0 月 の 出 来 事９ ・ 1 0 月 の 出 来 事

１年生校外学習 ９月27日
９月27日(木)に、１年生が上越市立水族博物館「うみが

たり」に行きました。国語で学んだ「うみのかくれんぼ」
で、たくさんの海の生き物を知った子どもたちは、実際に
動く生き物を前に、わくわくしながら見学しました。イル
カショーを見学し、タッチングプールでは魚やヒトデを実
際に手で触り、大満足の１日でした。

刈羽村民大運動会 ９月30日
９月30日(日)に、刈羽村民大運動会がラピカ・アリーナ

で行われ、５・６年生が「ゴー・ゴー・ブラス」「刈羽小
学校校歌」のマーチング演奏を行いました。
これまでも何回か演奏してきた曲ですが、最高の演奏が

できました。隊列を変える箇所も、全員が気持ちを一つに
して美しくできました。

校内マラソン大会 10月２日
10月２日(火)に、校内マラソン大会を行いました。今年

はグラウンドの芝生化工事のため、ラピカ発着の直線コー
スで行いました。どの子もこれまでの練習成果を発揮して、
精一杯走りました。当日、多くのボランティアの方からご
協力をいただきました。ありがとうございました。

校内マラソン大会の結果

男 子 女 子 男 子 女 子

①伊藤 慶明 ①渡邉 紗菜 ①池田 柊真 ①遠藤 碧愛
②遠藤 諒人 ②中澤 江蓮 ②安達 都希 ②畠山 陽菜

一 ③廣川 耀 ③遠藤 佑真 四 ③田岡 舜也 ③大口 乃愛
年 ④牧口 周平 ④品田 万奈 年 ④萩野瑠輝哉 ④丸山 日向

⑤佐々木優月 ⑤亀屋 心奏 ⑤吉田 響 ⑤伊藤 皐月
⑥鈴木 理人 ⑥山本 結菜 ⑥小林 和真 ⑥金沢 莉瑠

①品田 大和 ①吉田 心咲 ①渡邉 咲来 ①安達 爽良
②小林 祐匡 ②近藤 花楓 ②細川 結大 ②梅田 美結

二 ③石垣倖太郎 ③飯塚 愛菜 五 ③佐藤 陸斗 ③春川 愛莉
年 ④盛田 謙続 ④五十嵐円香 年 ④遠藤里生楓 ④鬼山 愛唯

⑤入澤 大輔 ⑤長橋 莉子 ⑤加藤 謙斉 ⑤工藤 美咲
⑥木村 奏斗 ⑥加納 百花 ⑥三五 稜葵 ⑥武本 乃娃

①鬼山 結翔 ①吉田 姫花 ①五十嵐健成 ①井澤 未友
②金子 晄 ②阿部 光那 ②山田 大翔 ②佐藤 美月

三 ③三宮 澄海 ③西村 心 六 ③武本 悠汰 ③小林 來花
年 ④廣川 颯 ④若井 琴美 年 ④棚岡 俐琥 ④安達 央花

⑤髙橋 幸汰 ⑤桑原 希愛 ⑤鈴木 太一 ⑤小林 朋叶
⑥佐藤 大雅 ⑥解良萌々花 ⑥阿部 圭 ⑥品田 楓莉



砂丘桃の調査 10月３日
10月３日(水)に、３年生が刈羽の砂丘桃について調べる

ために、刈羽村役場に行きました。役場では、砂丘桃の歴
史や、塚田源太夫さんのこと、桃の花見フェスティバルの
こと等のお話をお聞きすることができました。
今回のお話をお聞きして、砂丘桃についてより詳しく知

ることができました。

創立40周年記念式典・音楽発表会 10月20日
音楽発表会では、各学年がこれまで練習してきた成果を存分

に発揮し、素晴らしい演奏をしました。今回の音楽発表会のテ
ーマ「刈羽のハーモニー ひびけ40周年の歌声」にふさわしく、
体育館いっぱいに、子どもたちの元気な歌声と心を一つにした
合奏が響き渡りました。
今回は、40周年記念として、保護者・職員による「僕の心を
つくってよ」の合唱や日本海太鼓による「秋の部」の演奏など
盛りだくさんの内容で、音楽発表会を盛り上げました。

４年生の合奏 ５年生の合奏 ６年生の合奏
銀河鉄道999 シング・シング・シング 刈羽甚句

１年生の斉唱 ２年生の斉唱 ３年生の合奏
青い空に絵をかこう メッセージ 山ねこバンガロー

広報委員会も大活躍

４年生、音楽課外スタート 10月23日
10月23日(火)に、４年生の音楽課外がスタートしました。

この日行ったのは、金管楽器のマウスピーステストです。
担当の先生の前で、みんな真剣にテストを受けていました。
これから一人ずつのパートが決まり、２月15日(金)のマ

ーチング移杖式に向けて、本格的な練習が始まります。



11月の主な予定

１日（木） 朝フッ素、教育相談（～２６日）

２日（金） 委員会、諸費入金締切

３日（土）
文化の日

刈羽村文化祭１日目

４日（日） 刈羽村文化祭２日目

５日（月）
村教員会秋季研修会

午後短縮校時、14:25下校

６日（火） 児童朝会、弁当の日

小中合同音楽会（４年生

８日（木） 参加、アルフォーレ）

６年生刈羽中学校入学説明会

９日（金） 全村あいさつ運動、クラブ

１２日（月）
メディアコントロール作戦

（～１６日）

１３日（火） なかよし朝会

１４日（水） 職員読み聞かせ

国際セミナー

１６日（金） ６年生English Day

委員会

２０日（火）
ふれあい集会

５年すこやか歯ぐき教室

２１日（水） ６年すこやか歯ぐき教室

２２日（木）
友愛集会

大掛臨床心理士巡回相談

２３日（金） 勤労感謝の日

２７日（火）
全校朝会

個別懇談（～３０日）

３０日（金） 全校読み聞かせ

第53回柏崎刈羽地区
児童生徒科学研究発表会

【奨励賞】
４年 伊藤 皐月

「草生水のひみつ」
４年 丸山 日向

「のみもののこおりかた」

平成30年度
「税に関する標語ポスター」

【刈羽村長賞】
６年 品田 楓莉

【柏崎税務署長賞】
６年 安達 央花

【入賞】
６年 栗林 南帆
６年 近藤 映茉
６年 山﨑 あみ

学級のまとめ役としてがんばります。

後期学級委員

３年１組… 安澤 克実 若井 琴美

３年２組… 髙橋 幸汰 桑原 希愛

４年……… 近藤 優翔 鬼山 一琉

５年……… 石橋 悠 渡邉 芹菜

６年……… 桑原 秀伍 金子 蒼

グラウンドの芝生化工事、前庭・中庭の整備が終わりました

７月下旬から続いていました、グラウンドの芝生化工事が終わりました。今、グラウン
ドには、きれいな芝生の緑が広がっています。しかし、芝生の養生のため、今年度いっ
ぱいはグラウンドは使用できませ
ん。新年度には、芝生の上で思い
切り走ることができるはずです。
また、今回の40周年にあわせて、

前庭と中庭の整備にかかる予算を
刈羽村からいただきました。その
予算で、前庭・中庭の切り株を撤
去し、新たにシダレザクラとハナ
ミズキ、ジューンベリーを植えま
した。美しい花が咲くことを願
っています。 一面芝生が張られたグラウンド 前庭のシダレザクラ


