
１月１４日（金）に３学期が始まり、学校には元気な声が戻って来ました。始

業式では校長先生が“チャレンジ”の大切さをお話になり（因みに、校長先生の

３学期のチャレンジは「学校をきれいにする」で、お昼の掃除の時間には自ら洗

剤と雑巾で階段を一段ずつ磨いています！）子どもたちは真剣な眼差しで聞きま

した。また、２年生の佐々木響斗さんと４年生の渡邊晴稀さん

が３学期の目標を堂々と発表しました。目標を定めたならば、

あとは行動あるのみです。子どもたちが失敗を恐れずに進める

よう、私たちも精いっぱい接していきます。短い３学期ですが

今までと同様にご支援の程よろしくお願いいたします。

堂々と演奏を披露することができました

冬休みに楽しかったことと３学期がんばりたいこと ２年１組 佐々木 響斗

ぼくが冬休みに楽しかったことは、お祖母ちゃんの家で年越しを過ごしたことです。お

いしいお刺身やお寿司を食べました。お正月は親戚の叔父さん、叔母さんが来て、学校で

がんばっている勉強や陸上部のことを話しながら一緒においしいご飯を食べて、とても楽

しかったです。雪遊びや動物園にも行けて、楽しい冬休みになりました。

ぼくが３学期にがんばりたいことは二つあります。

一つ目は、漢字を丁寧に書くことです。２学期も一人勉強ノートに習った漢字をたくさ

ん書いてがんばりました。３学期も続けてがんばりたいです。

二つ目は、外遊びを楽しむことです。冬の寒さに負けずに、みんなと雪合戦をしたり、

雪山をゴロゴロしたり、スキーもがんばりたいです。ぼくはスキーが苦手なので、今年は

雪山のてっぺんまで登って下まで気持ちよく滑りたいです。

そしてぼくは、格好よくて優しい３年生になります！

３学期にがんばりたいことは三つあります。一つ目は国語の勉強です。特に漢字の勉強です。

冬休みのワークではたくさん漢字を間違えてしまいました。３学期はゆっくりていねいにきれ

いに書くことを意識して漢字練習に取り組みたいと思います。

二つ目はクロスカントリースキーです。２月に市民スキー大会に出るので、全力を出し切り

悔いのない滑りをしたいです。

三つ目はアーチェリーです。去年の１２月から、十二所公民館にアーチェリーを習いに行っ

ています。上手に的の中心に当てられるように、練習をがんばっていきたいと思います。

３学期は５年生になるための準備期間です。あと二ヶ月という短い期間なので、４年生の勉

強で分からないところがないように、しっかりと復習していきたいと思います。
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【学校教育目標】

「ふるさとに立ち 心豊かで たくましく

生き生きと学び合う 子どもの育成」
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１月２３日（日）に秋田市の文化会館にて
県アンサンブルコンテストが行われました。
本校からは、スクールバンド部の６年生が参
加し、見事に銅賞を受賞しました！１２月の
大会を終えてからも更に練習に懸命に取り組
み、秋田市のステージでもその成果を存分に
発揮することができました。ご指導くださっ
た小坂正昭先生、そしてご協力くださった親
の会の皆様に心より感謝申し上げます。

冬休みの振り返りと３学期の目標 ４年１組 渡邊 晴稀

今年の冬休みもコロナウイルスの影響であまり遠くへ出かけることができませんでしたが、

皆さんはどのように過ごしましたか。ぼくが、冬休みに楽しかったこととがんばったことを紹

介します。

ぼくが冬休みに楽しかったことの一つ目は、温泉に行ったことです。今年は雪がとても多く、

雪かきの後の疲れを取るためにお父さんとお兄ちゃんと沼館の長瀞温泉に行きました。本物の

柚子が浮かぶ柚子湯に入ったり、サウナに入ったりしました。柚子の香りがさわやかで、とて

も気持ちがよかったので、また行きたいと思いました。二つ目は、お正月にいとこのお兄さん

が来て、一緒に遊んだことです。みんなでマリオカートや桃太郎電鉄というゲームをして楽し

みました。お年玉もたくさんもらったので、とても楽しく、うれしいお正月になりました。

冬休みにがんばったことは二つあります。一つ目は冬休みの課題です。一日６ページのペー

スで冬休みのワークを進めましたが、漢字をたくさん間違えてしまったので、一人勉強ノート

に書いて復習しました。また、長木検定の都道府県を全部漢字で書けるように練習しました。

冬休み明けのテストでは、満点を取れるようにがんばりたいです。二つ目はお手伝いです。ぼ

くは晩ご飯の後に、お母さんが洗った茶碗をふいて食器棚にしまいます。お手伝いをすると気

持ちがよいので、これからも家族のために続けたいと思います。 （右上へ続く）

大雪のため、現在、校地内の通路の幅や駐車スペースがとても狭くなっております。お車で

お越しの際には、充分に注意された上での運転をお願いいたします。なお、公民館からの歩道

は子どもが歩くことができるよう除雪をしています。まだまだ寒い日が続きますが、子どもた

ちの健康の保持増進のために、特に登校時にはお子さんをいくらかでも歩かせていただけると

助かります。よろしくお願いいたします。



今年度のスキー教室について

本日、スキー教室（３・４・５・６年生 青森県大鰐町大鰐温泉スキー場）について中止とする旨の

お便りを配付しました。現在、青森県内にまん延防止等重点措置が適用されていること、スキー教室当

日は青森県の小学校も大鰐温泉スキー場を利用すること、鹿角市内のスキー場への変更を検討しました

が鹿角市内にも陽性者が見られること、が大きな理由です。子どもたちの安全を最優先しての判断です

ので、どうかご理解願います。なお、２月２３日（水）のＰＴＡ授業参観も、新型コロナウイルスの感

染状況次第では変更があります。今後も可能な限り幅広く情報を収集し、落ち着いて対応していきたい

と思います。どうかご承知おきください。

校長室から

～子どもたちのチャレンジ宣言！がんばれ 長木っ子～

今回は、昨年１０月から全校で取り組んでいるチャレンジ証についてお話したいと思います。

自分のステップアップのために、短期の目標を宣言して、チャレンジしています。達成したこ

とを２人の友達が認めてくれればチャレンジ合格です。つまり、有言実行！というわけです。

自分でチャレンジを決めているので、最初は簡単なものからスタートした子どももいましたが、

チャレンジ１枚目、２枚目と進む中で少しずつレベルアップしてきています。個々の力になる

ものから、学級や学校のためにがんばることまでいろいろあります。諦めずにがんばるたくま

しさにもつながってくれれば万々歳。がんばったことを友達が認めてくれるのも、子どもにと

ってはとても嬉しいことだと思います。子どもたちのチャレンジをいくつか紹介しましょう。

チャレンジに合格できた児童は、輝

き合い集会で紹介しています。２学期

最後の輝き集会では、たくさんの子ど

もたちが前に出て、胸を張って自分の

チャレンジを発表しました。 お子さ

んが現在、どんなことにチャレンジし

ているのか,ご家庭でも話題にして、子

どもたちのがんばりを応援していただ

けると、嬉しいです。なお、全校児童のチャレンジ証は、体育館への渡り廊下に掲示してあり

ます。学校にお出での際は、ぜひご覧ください。

相手がうれしくなるよう

な元気なあいさつをする。

おしゃべりをしないでそう

じの仕事をする。

あそぶ前に、次の時間のじゅん

びをしてから好きなことをする。

１ヶ月に２０さつ以上読書をする。

きらいな野菜があって

も、一口でも食べる。

テストで１００点を５まいとる。 そうじや給食で、みんながこま

らないよう、自分から指示を出す。

終わっていないそうじを

自分から手伝う。

一日５回以上、ありがとう

を伝える。

毎日、かかりの仕事をする。

逆上がりができるようになる。

中学校のノート作りのために、

一人勉強をびっしり書く。
毎朝、７時４０分までは、

てくてくロードを通って歩

いて学校に来る。
そうじに一番乗りできて、

遊ばないでがんばる。

日 曜日 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 行事等

1 火
学校安全日　太鼓クラブⅤ
パワーアップ開始（～１０日）
スキー出前授業１年

2 水 スキー出前授業２年

3 木 14:50 スキー出前授業１年

4 金

5 土

6 日

7 月
鶏めし給食　代表委員会
スキー出前授業１年

8 火

9 水
幼保交流会
スキー出前授業２年

10 木 14:50 スキー出前授業１年

11 金

12 土

13 日

14 月 清掃場所移動日　児童総会

15 火 太鼓クラブⅥ

16 水 学校評価委員会

17 木 14:20

18 金 絆タイム

19 土

20 日

21 月
ドリルテストⅣ
メディアコントロールに関する講話
　　　　　　（４年・５年・６年　対象）

22 火
太鼓クラブⅦ４年・５年・６年合同練習
委員会

23 水

天皇誕生日
学年末ＰＴＡ授業参観（６年生を送る会）
スクールバス利用者保護者説明会
ＰＴＡ全体会　学年懇談
ＰＴＡ評議委員選出

24 木 14:20
１・２年外国語活動　ズック持ち帰り日
学校保健委員会（１８：００～）

25 金

26 土

27 日

28 月 清掃場所移動日　代表委員会

ＰＴＡ・教育後援会等の活動予定

3/4 （金）　令和４年度ＰＴＡ三役選考委員会　令和４年度第１回ＰＴＡ評議員会

3/10 （木）　ＰＴＡ生活部会

3/11 （金）　ＰＴＡ会計・教育後援会会計監査　教育後援会役員会

【2022   2月の行事予定と下校時刻 】

　　　　　市民スキー大会

14:50 15:40

14:50 15:40

15:40

14:50 15:40

14:50 15:40

14:50 15:40

15:40

14:45 15:35

建国記念の日　　冬のエゾポッポくらぶ

15:10

14:20 15:10

14:45 15:35

15:10

14:50 15:40

14:45 15:35

　上記予定は１／２８（金）現在のものです。様々な状況を考慮して、変更が生じた場合
には、　お便りやメール等で速やかにお知らせいたします。

14:45 15:35

10:55

14:45 15:35

14:20 15:10

振替休業日（２／２３）



今年度最後のみんなの登校日・ＰＴＡが行われます。今回は、６年生を送る会を

ご覧いただきたいと思います。各学年とも張り切って準備しています。大変寒い時

期ではありますが、ご都合をつけてご参加くださいますようお願いいたします。

期日 ２月２３日（水） 全校５時間授業（振替休業日 ２月２２日）

日程 ９：０５～１０：１５ 授業参観（６年生を送る会）

１０：２０～１０：３５ スクールバス利用者保護者説明会（新１年生も）

１０：４０～１１：００ ＰＴＡ全体会

１１：０５～１１：３５ 学年懇談（１～３年・６年）ＰＴＡ評議員選出（４・５年）

１１：４０～１２：１０ 学年懇談（４・５年） ＰＴＡ評議員選出（１～３年）


