
校庭の木々が鮮やかに赤や黄色に色付き、秋の深
まりを感じさせる今日この頃です。

さて、今月に入り、３日には１年生のサツマイモ
掘りが行われ、４日には５年生の稲刈りが行われま
した。正に、「実りの秋」真っ直中です。そして来月
１日には、いよいよ
「アップル活動」も
収穫を迎えます。子
どもたちが育ててき
たリンゴが大きな実
を付けるよう、期待
したいと思います。

今年も残すところ
２か月あまり。「実
りの秋」では、農作
物だけでなく、子ど
もたちの学習面や運
動面、健康面、生活
面なども、皆様に支
えられながら大きな
収穫（成長）が見ら
れます。これからも
子どもたちの活躍をどうぞご期待ください。

第62回青少年読書感想文鹿角コンクール
（H28.10.13）

課題図書
特選 ６年 兎澤

「私は私らしく」 『(図書）ワンダー』

入選 ２年 米田
「アリのせかいに来たみたい！」

『アリとくらすむし』

入選 ６年 伊藤
「当たり前ではない恵みに感謝」

『ここで土になる』

佳作 １年 兎澤
「ずっといっしょ」『ボタンちゃん』

佳作 ３年 木村
「木を植えるようにねばり強く」

『木のすきなケイトさん』

佳作 ３年 兎澤
「親切な気持ち」 『さかさ町』

佳作 ５年 豊田
「大村さんから学んだこと」
『大村智ものがたり 苦しい道こそ楽しい人生』

佳作 ５年 豊田
「自分にとって大切なこと」

『茶畑のジャヤ』

自由図書
特選 ６年 兎澤

「杜夫さんから学んだ大切なこと」
『１２歳５か月の戦没者ヒロシマ

８月６日 少年の見た空』

入選 ４年 兎澤
「コロッケ先生から教わったこと」
『コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業』

入選 ５年 兎澤
「ふつうを考える」 『ヘレン・ケラー』

入選 ５年 伊藤
「命の大切さ」 『スズメが手にのった！』

佳作 １年 齊藤
「あかちゃんがうまれたよ」

『うまれてきてくれてありがとう』

佳作 ６年 児玉
「少しの勇気をもって」

『カモメに飛ぶことを教えた猫』

近年にない好成績で、たくさんの
賞状をいただきました

入賞おめでとうございます！

「メディアコントロールデー」
へのご協力、ありがとうござい
ます。作戦の中には、「読書を

たくさんする」という声もありました。
１０月の月目標は、「本をたくさん読もう」

です。読書の秋、親子で同じ本を読んでみるの
はいかがでしょうか。

お礼 １９日（水）に鹿角市防犯協会柴平支部より
４年生全員に防犯ブザーをいただきました。子ども
たちは地域の方々に見守られ、安心・安全に過ごす
ことができます。ありがとうございました。

《学校教育目標》
心豊かにたくましく、主体的に

生きる力を高めていく子どもの育成
～強く、明るく、美しく～
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今年も盛況でした！祖父母参観日
７日（金）に、昨年に引き続き「祖父母参観日」

を行いましたが、１００名近くの祖父母の皆さんが
お出でくださいました。

１年生は音読発表とメンコやけん玉などの昔遊
び、２年生は音読発表と手作りおもちゃでの交流、

３年生は昔の道具や昔
の暮らしの様子の学習、
４年生は方言や昔の遊
びのお話、５年生は茶
話会と農業を取り巻く
現状と課題についての
お話、６年生は手話を
交えての音楽での交流
など、各学年とも工夫
を凝らしながら、祖父
母の皆さんと楽しそう
に活動していました。

子どもたちは、交流
を通じてたくさんのこ
とを教えていただくと
ともに、心が温かくな
ったようです。ぜひ、
またご来校ください。

１年生…おはじきに挑戦

２年生…一緒に魚釣り



１１月の主な行事予定 ※行事等は変更になる場合もあります。予めご了承ください｡

11月 1日（火）あきた教育の日 学校安全日 15日（火） 手洗い教室（３年⑤、４年⑥）

代表委員会 球根植え～4日 16日（水） 家読書 委員会

アップル活動（収穫） 17日（木） 職員企画・指導部会

2日（水）家読書 委員会 18日（金） 鹿角の民話を聞く会

3日（木）※祝日：文化の日 鹿角音楽祭 21日（月） 芸術鑑賞教室（北小にて・二中も）

（登校日 弁当持参となります） チャレンジテスト（国）

4日（金）全校朝会 22日（火） 代表委員会 チャレンジテスト（算）

7日（月）※振替休業日（11/3 鹿角音楽祭） 23日（水） ※祝日：勤労感謝の日

8日（火）仲よし登校 声かけ運動（寺坂） 24日（木） なかよし集会 職員会議

9日（水）家読書 クラブ 25日（金） クラブ

第２回学校経営研究会 会場 26日（土） ※鹿角のＰＴＡを考える会

10日(木）職員研修日 28日（月） 集金日 冬季スポ少結団式

12日（土）4･5 年生 花輪 SA で販売体験予定 30日（水） ４～６年 県学習状況調査 委員会

14日（月）ＡＬＴ来校

６年生が総合的な学習の時間に北限の
桃を使ってコンポートづくりを行いまし
た。たくさんの桃の皮を剥き、種を取り
出し、砂糖とレモンを入れ、１０分ほど
煮込み、その後は実際に試食もしました。
「さわやかな甘さ」「鹿角のよさを再発見
した」などの声も聞かれました。

今後、できたコンポートをどうするの
か、子どもたちで話し合う予定です。

今年もたくさんの桃を提供してくださ
った菩提野さん、コンポートづくりを指
導してくださったレディースファーム代
表の米田さんに心から感謝いたします。

10/12 桃のコンポートづくり

ＡＡＢも取材。11/5に放映予定

11月３日(木)鹿角音楽祭
全校児童で参加し、「世界

が一つになるまで」「夢をあきらめないで」
を披露します。この日は、出校日で通常
通りの登校です。弁当持参にご協力願い
ます。振替休業日は 11 月７日(月)です｡

第21回鹿角ﾐﾆﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会
会場ｱﾙﾊﾟｽ 9:40開会式

二
日 a 11:20 23日
目 (日)

a 9:00 b 9:00

一 a12:50 a14:00 b12:50 b14:00
日 22日
目 (土)

【１回戦】 本校は１試合目11:40、２試合目14:00試合開始
Ａ１ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２

・a、bは試合コート。
・１回戦の勝ちチームはそのまま上のトーナメント枠に入

り、負けチームは反対ブロックの枠に入る。２回戦は勝
ち残りトーナメントとなり、勝ちチームが準決勝（２日
目）に進む。

１月の県大会出場権をかけた、今年度 後の公式
戦がいよいよ明日から始まります｡大会ではこれまで
の練習で培った力を出し切り、悔いの残らない、は
つらつとしたプレーを見せてくれることを期待した
いと思います｡ いざ、決戦！、目指せ２連覇！
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学習発表会に向けて
２９日（土）は学習発表会。今年のテーマは子どもたちの考えた

「新たな一歩～つなげよう歴史のバトンと笑顔のバトン～」です。
子どもたちは、発表練習や作品づくりに一生懸命取り組んでいま

す。当日はぜひご家族お揃いで、また、親戚や地域の方々もお誘い
合わせの上、お出でくださるようお願いいたします。

本番では、たくさんの元気と感動を届けられることを期待します。
(８：５０保護者入場) ９：００開演 １１：５０終演 全校合唱練習の様子から


