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山形新聞朝刊１２／２１の１面記事より
（写真は小国町小国小坂町２０日午後６時１０分の様子）

携帯アプリＬＩＮＥ山形県飯豊町より
（画面は１２／１９の町内停電情報）

ぜん こく おお ゆき

全国ニュースになるくらいの大雪で、
いい で ちょう ない ひ がい で

飯豊町内にも被害が出ています。



とう ぼく ひ がい て こ

倒木の被害は手ノ子
しょう で

小にも出ています。

クロカンの林間コース
はこのままでは危ない。

山形新聞朝刊１２／２１の２３面記事より



八

十
九

金

で き ごと エス ディー ジー ズ

出来事をＳＤＧｓとつな
かんが はな あ

げて考え、話し合うこと
かんが かた

で、いろいろな考え方の
ひと とも しあわ い しゃ

人と共に幸せに生きる社
かい じつ げん

会を実現できるようになる

始業式の話を覚えていますか？



じ ぶん せい かつ なか もん だい

自分たちの生活の中から問題を
み つ ぐ たい てき なに

見付けたり、具体的に何をすれば
かん

よいのかを考えたりすることができ
るようになる。

もく ひょう か だい い しき

目標や課題を意識して
こう どう

行動できるようになる。



全校会議

代表委員会

がっ き はな あ かつ どう

２学期も、話し合い活動でバラン
かんが ちから つ

スよく考える力を付けましょう!

こんな願いを伝えました。



５・６年総合「くるくるＳＨＯＰ見学」
（飯豊町地域おこし協力隊の後藤さん）

１０月 ４日（火）

例えば、５・６年の総合的な学習の時間でも…



５・６年総合「循環型農業体験」
（新野農産合同会社の新野さん）

１０月２５日（火）

見学したり体験したりして学んだことを…



どのようにまとめて表現するか話し合った
と思います。

５・６年総合「ＳＤＧｓ新聞づくり」



５・６年総合「くるくるＳＨＯＰ」
１２月２日（金）

そしてさらに話し合って、実際に行動に移
すところまで、探究することができました。



はな あ かつ どう

話し合い活動
ほか ひと かんが き じ ぶん

他の人の考えを聞くことで、自分
かんが たし たり

の考えを確かなものにしたり、足り
おぎな あら かんが

ないところを補って、新たな考えを
つく だ ば

創り出したりする場

２学期は話し合いの場がたくさんありました！



運動会に向けた種目・リレーの
「中間休み自主練習」

どうしたら相手の組に勝てるだろう？どうしたら
上手くバトンをつなげるだろう？



応援歌は何を歌えばいいのだろう？振り付けや
隊形はどのように動けばいいのだろう？

運動会に向けた
「放課後の表現部活動」



「運動会」
（３年ぶりにお客様をお呼びし、

新入生種目「５年生といっしょ」も行う）

９月１０日（土）



第４回～第６回クラブ活動の
「タブレットを使ったグループ練習」

堂々といきいきした花笠おどりを発表するには、
どんな動きに気を付ければいいのだろう？



文化祭のクラブ活動発表に向けた
「花笠音頭のオリジナル歌詞づくりと発

表に向けた踊りの動き確認」

『花笠音頭』手ノ子小バージョン

１ かさのふるさと 中津川よ

ダム湖に 映えるは 水没林

２ グラウンド歩く かもしかの親子

さるも いもほり わがはたけ

３ 手ノ子 高峰 八幡様よ

秋は あばれる 黒獅子が

４ おらの学校の 冬の遊びは

雪に うもれて そりスキー

七・七・七・五のリズムに合わせた手ノ子小らしい
歌詞は、どんな内容がいいのだろう？



“めざみの里”音楽祭動画撮影
クラブ活動発表会

（西部地区公民館展示会
・中津川地区公民館文化祭）
１０月２２日（土）



１１／１（火）のアルミ缶小中学校回収協力
者表彰（アルミ缶リサイクル協会）

アルミ缶集め強化週間
（地域の方へチラシを配り、
代表委員がアルミ缶を集める）
１０月３１日（月）～１１月１１日（金）

短い期間でたくさんアルミ缶を集めるには、地域
の方にどのように知らせたらいいのだろう？



収穫感謝祭
（全校会議で内容と係を決め、
調理方法を家庭で調べて準備）

１１月１４日（月）

育てた野菜で芋煮を作るだけでなく、畑を管理し
ていただいた先生方に感謝を伝えるにはどうした
らいいのだろう？



図書委員会「読書まつりの取組」

みんなが読書を楽しむには、読書まつり期間でい
つどんなことをすればいいのだろう？



報道委員会「読書まつりの取組取材」

図書委員会の読書まつりの取組を知らせるには、
どんな報道をすればいいのだろう？



図書委員会「読書まつりの取組」
１２月５日（月）～１２月１６日（金）



全校会議で体育館使用割を見直し、
月曜日と水曜日も全学年が使えるように

１２月１４日（水）～

毎日体育館で全校生が遊べるようにするには、
約束をどのように変えたらいいのだろう？



はな あ かつ どう ちから

よりよい話し合い活動ができる力
じ ぶん かんが も すす はな あ かつ どう

□ 自分の考えを持ち、進んで話し合い活動に
さん か

参加することができる。
とも かんが う い じ ぶん

□ 友だちの考えを受け入れて自分のものにし
き もの ごと すす まえ む

ようとして聞き、物事を進めるために前向き
い けん い

な意見を言うことができる。
しゅ るい い けん い

□ いろいろな種類の意見を生かし、みんなも
じ ぶん なっ とく けっ てい

自分も納得のいく決定をすることができる。

あなたはどのくらい
できていますか？

こんな力を付ける
ために…



３学期＝令和５年度の０学期

•75＋85=160

•210－160=50
何の数字かわかりますよね?



ふく しき さん すう ひ び じゅ ぎょう

複式算数など日々の授業でがんばろう！

じ ぶん かんが とも かんが くら

自分の考えと友だちの考えを比べな
き

がら聞くことができるようにしよう。



じ ぶん かんが じゅんじょ り ゆう つ せつめい

自分の考えを順序よく理由を付けて説明
することができるようにしよう。

ふく しき さん すう ひ び じゅ ぎょう

複式算数など日々の授業でがんばろう！



はな あ ふか かんが か

話し合いによって深まった考えを書きまと
じ ぶん こと ば ふ かえ

めたり、自分の言葉で振り返ったりすること
ができるようにしよう。

ふく しき さん すう ひ び じゅ ぎょう

複式算数など日々の授業でがんばろう！



あ す ふゆ やす

さあ、明日から冬休みです！
こんな人はいませんか？

さむ

ぼくは、寒がり
ふゆやす

だから、冬休み
ちゅう あさ

中は朝からずっと
す

こたつで過ごそう
おも

と思ってるんだ。



あ す ふゆ やす

さあ、明日から冬休みです！
こんな人はいませんか？

ねこ

わたしもよ。猫と
いっしょにこたつで
まる そと で

丸くなると、外に出
たくなくなっちゃう
わ。



ちょ しゃ ゆう めい ほん よ

ある著者の有名な本を読んで、
のう しん ぱい

脳のことが心配になりました。


