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刈羽小だより

村内にハクチョウが飛来し、秋の深まりを感じる季節となりました。刈羽小学校で

は、10月１日(火)に校内マラソン大会を、10月19日(土)に刈羽小学校文化祭をそれぞ

れ実施し、「スポーツの秋」「芸術の秋」を子供たちも実感しています。

さて、平成28年12月に中央教育審議会から「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及
び特別支援学校の学習指導要領の改訂及び必要な方策等について」が答申されました。

その中で、「学校がその目的を達成するためには、『社会に開かれた教育課程』の理念

のもと、家庭や地域の人々とともに子供を育てていくという視点に立ち、地域と学校

の連携・協働の下、幅広い地域住民等とともに、地域全体で子供たちの成長を支え、

地域を創生する活動を進めながら、学校内外を通じた子供の生活の充実と活性化を図

ることが大切」(同答申Ｐ70）であると述べられています。６年目を迎えた刈羽コミュ

ニティ･スクールは、この地域と学校の連携・協働を推進するための大切な仕組みなの

です。

今年度の刈羽コミュニティ･スクールの合い言葉は、「令和元年、刈羽コミュニティ･

スクール第２期のスタート～刈羽村の課題解決に向けて～」です。この合い言葉の実

現に向けて、８月２日(金)の第２回学校運営協議会では、学校運営協議会委員、小・

中学校職員、中学校生徒会役員で「刈羽村のいいところ探し」のグループワークを行

いました。10月３日(木)の第３回学校運営協議会では、学校運営協議会委員のみで「刈

羽小・中学校の取組への意見」と「もっと住みよい刈羽村にするためにできること、

すべきこと」を話し合いました。これからも、話し合いを深める中で、地域の皆様か

ら子供たちへの教育活動への支援を充実するとともに、もっと住みよい刈羽村にする

ために子供たち、そして学校運営協議会のメンバーが「できること、すべきこと」を

提案・実行してまいります。 校長 佐藤 克己

第２回学校運営協議会（グループワークの発表） 第３回学校運営協議会（グループワーク）

もっと住みよい刈羽村のために！！
刈羽コミュニティ･スクールの取組から



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26日
９月26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調べ、本を読んでいた子供た
ちは、本物の海の生き物を前に、わくわくしながら見学し
ました。イルカショーを２回見学し、タッチングプールで
は魚やヒトデを手で触り、大満足の１日でした。

校内マラソン大会の結果 (新)は校内新記録

男 子 女 子 男 子 女 子

①入澤 宗介(新) ①桑野 愛唯 ①金子 晄 ①阿部 光那
②大塚瑠希哉 ②伊佐 蒼空 ②鬼山 結翔 ②吉田 姫花

一 ③阿部 和武 ③安澤 愛華 四 ③廣川 颯 ③西村 心
年 ④ 堀 煌河 ④廣川 怜那 年 ④佐藤 大雅 ④若井 琴美

⑤渡部 太智 ⑤渡辺こまり ⑤髙橋 幸汰 ⑤銀山 心彩
⑥内山 心羽 ⑥大澤 真歩 ⑥常山 幸佑 ⑥小林 凜子

①廣川 耀 ①渡邉 紗菜 ①品田 莉希 ①遠藤 碧愛(新)
②伊藤 慶明 ②遠藤 佑真 ②池田 柊真 ②畠山 陽菜

二 ③佐々木優月 ③山本 結菜 五 ②安達 都希 ③伊藤 皐月
年 ④遠藤 諒人 ④中澤 江蓮 年 ④五十嵐 祐 ④大口 乃愛

⑤桑原 海成 ⑤山﨑 れな ⑤田岡 舜也 ⑤丸山 日向
⑥小林 蓮 ⑥管野 凜奈 ⑥萩野瑠輝哉 ⑥金沢 莉瑠

①小林 祐匡 ①吉田 心咲 ①渡邉 咲来 ①安達 爽良(新)
②木村 奏斗 ②近藤 花楓 ②細川 結大 ②春川 愛莉

三 ③石垣倖太郎 ③飯塚 愛菜 六 ③佐藤 陸斗 ③鬼山 愛唯
年 ④田辺 碧翔 ④五十嵐円香 年 ④遠藤里生楓 ④工藤 美咲

⑤入澤 大輔 ⑤加納 百花 ⑤加藤 謙斉 ⑤武本 乃娃
⑥五十嵐 蓮 ⑥長橋 莉子 ⑥三五 稜葵 ⑥近藤 夢虹

５年生自然教室 ９月25日～27日
９月25日(水)～27日(金)に、５年生が国立妙高青少年自

然の家に自然教室に行ってきました。３日間とも好天に恵
まれ、充実した活動を行いました。
２日目の妙高アドベンチャープログラムや３日目の野外

炊事では、友達と協力することの大切さを学びました。豊
かな自然の中で貴重な体験ができました。

校内マラソン大会 10月１日
10月１日(火)に、校内マラソン大会を行いました。今年

は芝生が張られたグラウンドで最初の校内マラソン大会で
した。秋晴れの下、どの子もこれまでの練習成果を発揮し、
精一杯走りました。当日、ボランティアの方々からご協力
をいただきました。ありがとうございました。



刈羽小学校文化祭 10月19日
10月19日(土)に、刈羽小学校文化祭が行われました。

作品展では、子供たち全員の平面作品と立体作品を、それ
ぞれ１点ずつ展示しました。平面作品・立体作品とも、子供
一人一人の豊かな表現が見られました。また、工作クラブ、
手芸クラブ、お茶・お花クラブの作品も展示され、クラブ活
動での様子が伝わってくる素晴らしい作品でした。
芸能・音楽鑑賞会では、４組の出演者から素晴らしい発表をしていただきました。トッ

プバッターは、刈羽小学校お笑いクラブによるパフォーマンスでした。夏休み前から今回

の刈羽小学校文化祭のために脚本を書き、練習に励んできました。桃太郎を題材に、随所

に笑いが散りばめられ、会場に笑い声が響いていました。２番目は、柏崎市西山町在住の

落語家である上村茂和さんによる落語「味噌豆」「転失記（てんしき）」でした。プロかと

思われる巧みな話芸に、寄席にいるような感覚の充実した時間を過ごすことができました。

３番目は、刈羽小学校の卒業生で、東京で作曲家・編曲家として活躍されている多田望美

さんによる音楽演奏でした。会場からの音階のリクエストを即興で作曲されたり、刈羽小

学校の校歌をジャズ風やジブリ風にアレンジして演奏されたりと、プロのお仕事を聴かせ

ていただきました。最後は、柏崎市で活躍されている日本海太鼓による、冬の荒々しい日

本海の様子を表現した「冬の部～狂乱怒涛の荒海太鼓～」でした。

上村茂和さんの落語 多田望美さんの音楽演奏 日本海太鼓の太鼓演奏

お笑いクラブのパフォーママンス

刈羽村民大運動会 10月６日
10月６日(日)に、刈羽村民大運動会が雨天のため、村第

２体育館で行われ、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、素晴らしい音

色を体育館いっぱいに響かせ、運動会に来られた方々から
大きな拍手をいただきました。

６年生親子行事 10月９日
10月９日(水)に、６年生親子行事でサービスホールと原

子力発電所に行ってきました。サービスホールでは空気の
実験を行い、理科の学習を行いました。また、親子お楽し
み会では、ビンゴ大会やじゃんけん大会を行い、とても盛
り上がりました。短い時間でしたが、親子で楽しいひと時
を過ごすことができました。



11月の主な予定

刈羽村文化祭で、４年生が音楽発表します。
11月３日(日)のラピカでの刈羽村文化祭

の芸能発表で、４年生が「パプリカ」の合
唱と「Friend Like Me」の器楽演奏を行い
ます。
11月２日(土)には、６年生が芸能発表の

進行ボランティアも行います。

１日（金） クラブ、諸費入金締切

２日（土） 刈羽村文化祭１日目

３日（日）
文化の日

刈羽村文化祭２日目

４日（月） 振替休日

全校朝会

５日（火） 委員会取組機関(～11/14)

刈羽中授業改善支援訪問(道徳)

６日（水） ５年収穫感謝祭、弁当の日

全村あいさつ運動

小中合同音楽会（４年参加、

８日（金） アルフォーレ）

６年刈羽中学校入学説明会

４～６年６限授業

１２日（火） 大掛臨床心理士巡回相談

１５日（金） 委員会(卒業写真撮影)

１８日（月）
国際セミナー

５・６年English Day

１９日（火）
ふれあい集会

５年すこやか歯ぐき教室

２０日（水） ６年すこやか歯ぐき教室

２２日（金）
友愛集会

全校読み聞かせ

２３日（土） 勤労感謝の日

２６日（火） 個別懇談（～２９日）

第54回柏崎刈羽地区
児童生徒科学研究発表会
【奨励賞】
３年 飯塚 愛菜
「食べ物の色は口の中で変わるか」

３年 近藤 未悠
「２品しゅ、３地点の枝豆さいばい
～湯上がりむすめと白鳥のちがい、
および庭と畑、ひ料の有りなし
のちがい～」

５年 伊藤 皐月
「遠くまで飛ばすには？」

令和元年度
「税に関する標語ポスター」
【刈羽村長賞】
６年 武本 乃娃

【柏崎税務署長賞】
６年 安達 爽良
【入賞】
６年 東城陽花里
６年 中葉 美桜
６年 春川 愛莉

第30回 ＭＯＡ美術館柏崎児童作品展
【新潟県教育長賞】
３年 五十嵐朱梨
【銅賞】
４年 遠藤 佑莉
【入選】
１年 大澤 真歩 ２年 遠藤 佑真
３年 長橋 莉子 ３年 畠山 達心
５年 安達 都希

令和元年度 新潟県競書大会
【準特選】
６年 安達 爽良 ６年 遠藤里生楓

武本乃娃さんの作品

メディア通信機器の使い方を考える
～自分の生活を自分で設計していくために～

10月17日(木)に、刈羽小学校を会場にして、上記の
テーマで学校保健委員会が開かれました。今、家庭に
はパソコンやタブレット、スマートフォン、ゲーム機
等、インターネットで通信できる機器が多くあります。
これらの機器は生活に豊かさと便利さをもたらす反面、
生活習慣の乱れやネットいじめや犯罪につながりかね
ません。今回の学校保健委員会では、子供と大人が一
緒に、メディア通信機器の使い方について話し合いました。
ご家庭におかれましても、この機会に「我が家のルール」を見直し、お子さんの健や

かな成長のために家庭で守るべきことを親子で話し合っていただきたいと思います。


