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刈羽小だより

刈羽小学校では、「目指す子どもの姿(重点目標)」として、「自ら学ぶ子 自ら行
動する子 自らきたえる子」を掲げて、取り組んでまいりました。今回の学校だよ
りでは、この中の「自ら行動する子」の育成に向けた取組を２つお伝えします。

１つ目は、ノーチャイムの取組です。刈羽小学校では、２学期まで授業の開始時
等にチャイムを使用していました。２学期の学校評価に対する改善を検討する中で、
時計を見て行動できる子どもを育てていくべきではないかという提案があり、１月
15日からノーチャイムを実施してきました。当初、授業や清掃に遅れる子どもがい
るのではないかという心配もあったのですが、実施２ヶ月が経ちましたが、全くの
杞憂でした。子どもたちは時計を見て、判断し、行動しており、落ち着いた環境の
中で頑張っています。

２つ目は、あいさつの輪を広げる取組です。２月末の全校朝会で、私は「校舎に
張られている『元気いっぱい 笑顔いっぱい 刈羽小』になるように、学校でも、
家でも、地域でも元気なあいさつをしたいですね。」と話しました。その呼びかけに
職員からの働きかけもあって、さっそく取組が始まりました。まず、生活委員会の
４・５年生と３・４年生のあいさつボランティアの子どもたちが学校に着くと、玄
関前で毎日、大きな声であいさつをするようになりました。２月12日の児童総会で
紹介されたゆるキャラも使っています。次に６年生の「刈小向上計画プロジェクト」
がスタートしました。卒業を前に、もっと刈羽小学校をよくしたいという思いを形
にするために話し合い、あいさつと清掃の２つのプロジェクトを実施しました。こ
れらの取組により、刈羽小学校のあいさつの輪は確実に広がっています。

ご家庭や地域におきましても、「自ら行動する子」の育成に向けて、子どもたちへ
の声がけ・支援を今後もお願いいたします。また、今年度の刈羽小学校及び刈羽小
学校の子どもたちの活動に対し、多大なご理解とご協力を賜りましたことに、改め
て感謝申し上げます。 校長 佐藤 克己

６年生「刈小向上計画プロジェクト」 全村あいさつ運動(３月８日)

「自ら行動する子」の育成に向けて



ファミリー給食＆ファミリーふれあいタイム ２月19日
２月19日(火)に、今年度最

後のファミリー給食を実施し
ました。
昼休みには、ファミリーふ

れあいタイムを実施し、６年
生ＶＳ１・２年生の玉入れ、
６年生ＶＳ３・４年生の綱引
き、６年生ＶＳ５年生・職員
の大玉送りを行いました。卒業する６年生と一緒に過ごす楽しい時間となりました。

２ ・ ３ 月 の 出 来 事２ ・ ３ 月 の 出 来 事

６年生に感謝する会 ２月22日

２月22日(金)に、「６年生に感謝する会」を行いました。当日まで５年生が企画・準備

をし、各学年の子どもたちも練習を重ねてきました。どの学年も、心を込めて６年生への
感謝の気持ちを表し、素晴らしい発表でした。笑い声あふれる中にも、６年生への感謝の
思いとお別れする寂しさが感じられた行事でした。

１年生「ＵＳＡ」 ２年生「チコちゃんに叱られる」 ３年生「男の勲章」

４年生「漫才・合奏」 ５年生「６年生の思い出」 ６年生「６年間を振り返って」

くす玉割り ６年生への「ありがとうレター」 拍手の中を退場



３年生が昔話の語り方を教わりました ２月21日
２月７日(木)から数回にわたり、

地域の語り部の方からおいでいただ
き、３年生が刈羽の昔話の語り方を
教わりました。
今年度、３年生は「総合的な学習

の時間」に、「なぜそこに？！刈羽の
“きらり”しらべたい」という活動
を進めてきて、刈羽に伝わる昔話も学習してきました。今回は、素敵な昔話になる語り方
を教わりました。
この昔話を含め、調査したことを「刈羽村ＰＲ動画にしよう」としてまとめ、３月19日

(火)～31日(日)にミルフォで放送されることになりました。

４年生が今年度最後の交流会を行いました ３月８日
３月８日(金)に、４年生が今年度最後の福祉センターでの

交流会を行いました。１年間お世話になった感謝の気持ちを
伝え、お年寄りの皆さんと笑顔あふれる交流会にすることが
できました。
この１年間で得られた「笑顔」の大切さを、ずっと心に持

ち続けてほしいと願っています。

平成30年度新潟県・新潟市小学校親善大会の成績

今年度の新潟県・新潟市の親善大会における県内ベスト30に、刈羽小学校の子どもたち
が多く入りました。

【水泳競技】
５ 年 ６ 年
27位 男子１００Ｍ自由形 遠藤里生楓 １分３４秒１４ 12位 女子５０Ｍ背泳ぎ 吉田 愛璃 ３９秒８２

【陸上競技】
５ 年 ６ 年
８ 位 女子８００Ｍ 安達 爽良 ２分４７秒２０ ２ 位 男子走り高跳び 山田 大翔 １４１ｃｍ
９ 位 男子１００Ｍ 渡邉 咲来 １５秒０５ 16位 男子走り幅跳び 五十嵐健成 ４１６ｃｍ
14位 男子走り幅跳び 遠藤里生楓 ３６４ｃｍ 20位 男子走り幅跳び 鈴木 太一 ４０９ｃｍ

25位 女子走り幅跳び 町田ほのか ３６１ｃｍ

５ 位 男子４×１００Ｍリレー ５５秒０８ 㕝子 優真 五十嵐健成 渡邉 咲来 山田 大翔
18位 女子４×１００Ｍリレー １分００秒４７ 小林 朋叶 加納 理美 町田ほのか 井澤 未友

環境整備活動 ３月９日
３月９日(土)に、今年度２回目のＰＴＡ環境整備活動を行

いました。今回も多くの保護者の皆様から参加をいただき、
校舎内の清掃活動を行いました。
子どもたちも意欲的に取り組み、ふだん手が届かない場所

のガラス拭きや机や廊下の汚れ落しを行いました。短い時間
でしたが、みるみる校舎内がきれいになりました。年度末の
お忙しいなか、ご参加いただき、ありがとうございました。



４月の主な予定上越国語教育連絡協議会
書写技能認定“書き初め会”

【三席】
５年 遠藤里生楓

【会長賞】
３年 遠藤 佑莉

解良萌々花
田村 綾音

４年 安達 都希
澤田 柚
萩野瑠輝哉

５年 安達 爽良
梅田 美結

６年 金子 蒼
町田ふうか

新潟県児童生徒絵画・版画コンクール
【準牧田賞】
３年 銀山 心彩(絵画部門)

【特選】
１年 遠藤 佑真(版画部門)
６年 井澤 未友(版画部門)

太田 美結(版画部門)

名札の金額と販売箇所が変更になります
諸経費高騰の折、４月から私服用名

札の金額を下記にように変更させてい
ただきます。なお、体操着用名札の値
段は変更ありません。
①私服用名札(布地)・・・・ 35円
②私服用名札(ケース)・・・ 60円
③体操着用名札(布地)・・ 100円
また、販売箇所は、私服用名札は
小学校に、体操着用名札は小林文英堂・東屋商店・入澤商店・小学校になりますので、よ
ろしくお願いいたします。

①私服用名札（布地) ②私服用名札（ケース) ③体操着用名札

１日（月） 学年始休業（４月４日まで）

４日（木）
新学期・入学式準備

(新６年・新５年音楽委員会登校)

５日（金） 新任式、第１学期始業式

入学式

交通安全指導

８日（月） 発育測定、視力・聴力検査(上学年)

２～６年給食開始

９日（火）
発育測定、視力・聴力検査(下学年)

マーチング開始

１０日（水） 視力・聴力検査(１年)

１１日（木） １年給食開始、ＰＴＡ学年

・専門委員会、評議員会

全村あいさつ運動

１２日（金） 地区安全集会

集団下校(全校３時10分下校)

１４日（日） 桃の花見フェスティバル

１６日（火） 尿検査１次

１７日（水） 歯科検診

１８日（木） 全国学力・学習状況調査

１９日（金）
学習参観・ＰＴＡ総会

学年ＰＴＡ

２２日（月）
刈羽村教員会総会

(全校２時下校)

２３日（火） 児童総会、家庭確認①

２４日（水） 家庭確認②

２５日（木）
柏崎市刈羽郡学校教育研究

会部会(全校１時30分下校)

２６日（金）
家庭確認③、１年心臓検診

諸費入金締切

２９日（月） 昭和の日

３０日（火） 休日

３ 月 １ 日
(金 )に環境委
員会の子ども
たちが、玄関
のプランター
の植え替えを
行いました。
美しい花が

全校の子ども
たちを出迎え
てくれていま
す。


