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 「人、もの、こと」との関わりが思考を深める 
              校長 西條敏一     

２年間の指定を受けての新潟県・新潟市小学校

教育研究会生活科・総合的な学習の時間の授業研

究発表会を 10月 7日に開催しました。全県の指定

研究でしたが、コロナ禍にあり、授業参観に来てい

ただいたのは、妙高市の教職員の方のみで、その他

は、オンラインでの参加でした。しかし、総勢 50

名以上が参加する研究会となりました。 

学校ではこれまで「人、もの、こと」と関わりな

がら、思考を深めるために対話的な学習を大事に

してきました。各学年が「ほんもの体験」を工夫し、

一人一人がじっくり考え、自らの課題としてとら

え、解決します。さらに、ペアで、グループで、学級全体で対話を重ねていきながら、思考を広げ、

高め、深めます。答えがあらかじめ存在しない教科であるからこそ、子どもの思いを大切にすること

ができます。まずは児童の「なぜ」「どうして」「こう思う」という素朴なつぶやきを大事に研究を進

めました。 

＜１年公開授業＞ 

 

６月 24 日に新井北小学校にやってきた２頭のヤギさん。あれから４か月。そして、生まれてから

半年がたちます。今回の授業では、「ヤギさんともっとなかよくなろう」というテーマでした。そこ

で、ハーフバースデーでヤギさんにあげるプレゼントを決める話合いの授業を見ていただきました。

子どもたちの発想は豊かで、「バースデーケーキをあげたい」「大好きなさつまいもの葉をあげたい」

「広いところで遊ばせたい」「手紙を書いてあげたい」「記念写真を撮りたい」などなど、たくさんの

アイデアが生まれました。一生懸命班で話し合い、ヤギさんの大事なハーフバースデーをお祝いした

い気持ちでいっぱいでした。これまでのヤギさんとの関わりが、子どもたちを成長させるとともに、
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家族のようなかけがえのない存在に変わってきたようです。そのため、ヤギさんのことを自分事とし

て真剣に考えるすばらしい活動になっていました。11 月には、「お別れ会」が待っています。どんな

お別れをするのか楽しみでもあり、心配でもあり（泣き崩れるかも）。 

＜４年 1組公開授業＞ 

  

４年生は、「防災学習」を１学期から継続させてきました。今回は、「わが家のオリジナル安全マッ

プを作ろう」というテーマの授業でした。仮想の二家族の家族構成や家の構造、家周りを条件として、

安全な避難をするために班ごとに話し合いました。思い思いの気付いた視点を真剣にホワイトボード

に書き込んでいました。「赤ちゃんがいるから・・・」「家が１階なので、洪水には危険」「お年寄りが

いるので、早めの避難が大事」「木や塀は崩れたり倒れたりする」など様々な心配事が出てきました。

全体での共有化により、新たな考えが生まれたり広がったりして、自分自身のオリジナル安全マップ

作成への指針となる活動になりました。自分の命は自分で守る意識が高まったように強く感じられま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員と児童生徒や保護者とのメールや 

SNS等によるやりとりの禁止について 
 新潟県教育委員会及び妙高市教育委員会より、上記の件について、保護者との共通理解を図

るよう指示が出ているので以下にお知らせします。ご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

 ①教職員が SNS、メール等を用いて児童生徒や保護者と私的なやりとりは行ってはならない 

 ②校務や業務の必要上、やむを得ず SNS、メール等を利用する場合は、校長に届け出ること 

 ③教職員は、児童生徒や保護者からの SNS、メール等で相談等があった場合は、管理職に報告

した上で、組織的な対応につなげること 

 

＜ホワイトボードで話合い＞ ＜全体で共有化＞ 

ナサニエル先生 よろしくお願いします！ 

市内 ALT の配置換えにより、10 月末よりナサニエル先生が ALT として新井北小に勤務されまし

た。月、火、金曜日の週３回、本校に勤務し、外国語活動や外国語科で全校の児童と関わっていき

ます。なお、これまでの ALTエリック先生は、新井南小のみの勤務となります。各学年でこれまで

の感謝の気持ちをメッセージカードや言葉で伝え、お別れしました。 

エリック先生 ありがとうございました 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年のスナップ 

３年：妙高のお宝発見！  
妙高のお宝について学習している３年生。10

月 11(月)、郷土の食品「かんずり」についての

学習をしました。昔からあるこの地方の調味料

を後生にも残したいという思いから会社が始

まったお話を聞き、地域の伝統的な調味料であ

ることを知りました。 

その後、唐辛子畑に出かけ、原料となる唐辛

子の収穫を体験しました。顔ほどもある真っ赤

な唐辛子を一生懸命に収穫しました。今後、冬

の雪さらしにも挑戦させていただけることに

なりました。今から楽しみです。 

 

６年：介護福祉士さんから学ぶ 
10月 12日（火）に「車椅子体験」「疑似高齢

者体験」を行い、13日（水）に介護福祉士の方

とリモート学習を行いました。 

車椅子体験では、相手の様子を気に掛けたり、

声を掛けたりしながら操作することの大切さを

知りました。また、高齢者体験では、おもりや

めがね、イヤーマフなどを装着し、「体が動かな

い！」「周りが見えない！」といった不自由さを

体験しました。 

リモート学習では、介護福祉士の方の「介護

とは、みんなが幸せになる」ことだという言葉

を聞き、高齢者が自分でできることを増やす手

助けをしたいという気持ちをもちました。 

 

５年：米とともに・・・  
10月４日（月）、気持ちのよい秋晴れの中、学

校田で収穫した稲の稲上げを行いました。稲刈

り後、はさかけをして天日干しをしておいた稲

の脱穀作業を行いました。コンバインを使って

の脱穀に加え、千歯こきや足踏み脱穀機を使っ

た昔ながらの脱穀も体験しました。地域のボラ

ンティアさんから、教えていただきながら、無事

脱穀を終了しました。 

10月 15日（金）には、地域の方より籾すりを

していただき、その様子を見学しました。いよい

よお米を味わいます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月の行事予定 
日 曜 年間行事 日 曜 年間行事 

1 月 振替休業日 15 月 赤い羽根共同募金（～19日） 

2 火 特設音楽（最終）   教育相談(～19日）  

3 水 文化の日   ジャックの会読み聞かせ 

4 木 市音楽発表会 16 火 1年ヤギのお別れ会 

5 金 民生委員、児童委員の会② 17 水 なかよし集会 チャレンジクラブ 

6 土  18 木 中学校区合同講演会（６年参加） 

7 日  19 金 ３年ＰＴＣ 

8 月 弁当の日   20 土  

  ベルマーク回収期間（～12日） 21 日  

9 火 知能検査（1、3、5年） 22 月 個別面談① 作品展 

10 水 学校諸費納入日 チャレンジクラブ 23 火 勤労感謝の日 

  生活チェック週間（～16）読書週間（～19） 24 水 個別面談② 作品展 チャレンジクラブ 

  職員研修のため全校 13:00下校 25 木 個別面談③ 作品展 

11 木 歯科保健指導（1年、4年）委員会 26 金 個別面談④ 作品展 

12 金 5年ＰＴＣ活動 6年ＰＴＣ活動 27 土  

  PTAベルマーク整理作業 28 日  

13 土  29 月 がんばり週間（～12/3） 

14 日 
 

30 火 全校朝会 

 

 

【第 17回 妙高市児童・生徒科学研究発表会参加】 

３年 岡本 実子   ４年 加藤 友翔  古川 詩麻   

５年 大久保泉琉   ６年 濱本 佳奈 

【第 17回 妙高市児童・生徒理科作品展】 

〔教育長賞〕 ２年 木之内謙梧  ６年 霜鳥  瑛叶 

〔金 賞〕  １年 大野 陽葵  ２年 市川 夏桜  ４年 鈴木 洸稀   

〔銀 賞〕  １年 増田 新   ２年 中澤 結菜  永井 千悠 

５年 池田 理紗  皆川 澪  ６年 井上 桃香  齊藤 圭佑 

【令和３年度 妙高市環境ポスターコンテスト】 

〔優 秀〕  ４年 野俣 虹暁   〔佳 作〕  ６年 野俣 虹燦 

【令和３年度 妙高市エコ標語・エコ川柳コンテスト】 

〔優 秀〕  ４年 大野陽來向         

〔佳 作〕  ４年 岩﨑 吏南  ６年 清水 心和 

【令和３年度 妙高市マイバックコンテスト】 

〔最優秀〕  ３年 松澤 茜           

〔佳 作〕  ２年 松澤 楓香  ４年 大野 椿姫  ５年 池田 理紗 

 

☆輝く成果☆ 
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