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学校教育目標 ｢ 心豊かに、夢に向かって生きようとする子どもの育成 ｣ 発行 令和３(2021)年２月１日
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校 報

雪。そして、如月…
校長 佐藤 和久

◆新年早々の暴風雪による積雪の多さとそれに伴う
朝夕の除雪作業から雪国・秋田に暮らしていること
を改めて実感しています。解ければ、ただの水なの
になあ…と思いながらも、積雪が極端に少ない年に
は、男鹿でも稲作をあきらめる地域があるそうです。
水田への引水源である溜め池や堤に水が貯まらない
からです。そう考えると、大きな塊として見れば実
にやっかいな雪ですが、水に変化を遂げた雪は、自
然からの大事な恵みになります◆２年生の道徳科の
教科書に雪の結晶が題材として取り上げられていま
す。ミクロの世界の雪の結晶は、六角形を基調とし
た何とも言えない、まさに自然の造形美として、ひ
っそりと、しかも堂々と自己主張をしているかのよ
うに存在しています。子どもたちも、人間の力を超
えたところで織りなされている自然の神秘さ・美し
さを感じ取りながら、同じ形状が一つしてない雪の
結晶について、各々の思いの有り様を交流し合った
ことでしょう。見る者の心を奪うくらいの印象を与
える力のあることもまた、雪の雪たる証にちがいあ
りません◆今日から如月・２月です。子どもたち一
人一人の顔と活動の様子、学級全体の様子を思い浮
かべながら、学年の総仕上げを見通したり、６年生
ありがとう集会や卒業式などの学校行事に向けて動
き出したりする時季です。また、２･３月は、子ど
もたちが次の学年にも少し目を向けながら、自身の
成長を最も感じ取ることができる時季です。学年を
問わず、自分の自分たる証を確信しながら、｢今新
たな 扉開き はるかな年月経て つぼみから花 咲か
せよう｣(川嶋あい『旅立ちの日に･･･』)と卒業･修了の
日に心から思えるよう、指導･支援をしていきます。

◆よろしくお願いいたします ◆
１月４日から在職となりました

中 村 秀 男 学校校務員 (男鹿市在住)

★家庭で眠っている『体育着』を早速届
けてくださった卒業生のご家庭が数軒

ありました。ありがとうございました。
まだ、また、受け付けておりますので
宜しくお願いいたします。★引き続き、
脇一小創立80周年の昭和30(1955)年に
発行された記念誌を探しています。
心当たりのある方は、学校までご連絡ください。

◆よろしくお願いいたします ◆

１月１３日から在職となりました
藤田 美佳子 給食調理員 (男鹿市在住)

冬休み前に、児童と保護者に行った学校評価アンケートの結果がまとまりました。昨
年度との比較では、児童の生活・学習面の取組状況について、児童と保護者の肯定的回
答が分かれ、我が子に対する評価の方が厳しく、特に、「挨拶・言葉遣い」や「家庭学習」
「読書」等では達成率の差が大きい結果となりました。保護者の皆様には、既にお子さ
んを通して詳細をお渡ししてありますので、一読をお願いします。 (数字：肯定的回答率)

保護者への主なアンケート項目 令和２年度 令和元年度

学校は、学校報やホームページ、学級通信、ＰＴＡ学級懇談等で学校の様子を分かりやすく伝えていると思いますか。 88.3％ 87.3％

学校は、保護者や地域の方が学校行事や授業等を参観する機会を適切に設けていると思いますか。 91.0％ 89.5％

学校は、子どもの安全を確保するための体制・設備を整えたり、適切な情報を伝えたりしていると思いますか。 89.8％ 89.1％

学校は、コミュニティ・スクールの取組を推進し、地域と連携しながら教育活動を進めていると思いますか。 88.3％ 88.9％

教職員は、お子さんが困っているときや問題が起こったときに、親身になって相談に乗っていると思いますか。 91.5％ 89.7％

教職員は、来校時や電話での対応を丁寧に行い、社会人としての身だしなみや言葉遣いをしていると思いますか。 93.8％ 91.7％

学校は、新型コロナウイルス感染症予防への取組を進めていると思いますか。 91.5％

★休み時間の一コマ…「見て見て、冬休みに豆腐づくりに挑戦したよ」
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慎重に審査中！新春図画コンクール開催!

今年も恒例の新春図画コンクールに、力作や傑作が
たくさん出品されました。お正月や冬休みらしい図柄
から、人気アニメのイラストまで観ているだけで楽し
くなる作品ばかりです。表現方法も、水彩絵の具、パ
スティック、色鉛筆、ち
ぎり絵など様々です。そ
して、このコンクールの
一番の特徴は、審査方法
にもあります。児童会の
各委員会(４年生以上)で
対象学年を分担して、話
し合いで各賞が決められ
ることです。随分悩みな
がら決めていましたよ。 ｢金、銀、銅賞を決めますよ！｣

学年まとめの後期後半 Ｎｏｗ！ 寒さを吹き飛ばせ！

後期後半の学校生活が始まりました。この紙面では、冬のわくわく集会
(冬休み前)とぐんぐん集会(冬休み明け)での全校代表の子どもたち２名の
発表の様子をインタビュー形式に置き換えて紹介していきます。

〈問①〉今の学年で頑張ったことは？★(３年○○○○さん)外国語活動の
｢ミニドラマ｣でジェスチャー混じりの英語で話したこと／チャレンジテス

トで百点が増え、勉強が楽しくなったこと／マラソン大会での銀メダル獲得★(５年○○○○さん)大き
な声で自分の思いや考えを話したこと／集会活動の準備を率先してしたこと／ラグビー練習でのメンバ
ーへのアドバイス 〈問②〉冬休みの思い出は？★(○○さん)兄とTVゲーム｢太鼓の達人｣を楽しんだこ
と★(○○さん)家族で大掃除をしたこと。コロナのためおじいさんの家にもみんなで集まることができ
ず、普段の当たり前の大切さを感じた。来年こそは一緒に正月を過ごしたい。 〈問③〉冬休みがんば
ったことは？★(○○さん)目玉焼きやラーメンの他に、パンケーキとたこ焼きを母と一緒に作ったり、
洗濯の手伝いをしたりしたこと★(○○さん)玄関や車庫の前の雪かきをしたこと 〈問④〉今年の目標
は？★(○○さん)裁縫で飾りの付いたタオルを作ることに挑戦したい／得意なことをどんどん増やして
いきたい★(○○さん)今の６年生を目標にして、行事や委員会活動を通し、学校のリーダーとしてみん
なをまとめたい／小学校最後の一年、いろいろなことにチャレンジしたい

３年 ○○○○さん ５年 ○○○○さん

12月実施の秋田県学習状況調査の結果をお知らせします。この調査
は、４～６年生を対象に、国語・社会(４年生は除く)・算数・理科の
学習内容の定着度や学習への興味・関心や学習習慣、生活習慣等につ
いて調査するものです。今後、明らかになった各学年、各教科の課題
から未定着の学習内容を補充し、授業の進め方も改善していきます。
●主な課題
（国語）・主語と述語の関係・慣用句の意味や使い方・登場人物の行動

や気持ち、心情、相互関係等について叙述を基に捉えること
（社会）・我が国の領土、森林資源、国会-内閣-裁判所の関係、縄文か

ら奈良時代の知識理解・複数の資料から読み取ったことを
関連付け、適切に判断・表現すること

（算数）・３位数÷１位数、整数－小数の計算技能、概数時の整数の範
囲、除法に関して成り立つ性質・数量関係や数と計算の意味などを基に、求め方を考え、言

葉や式で説明すること
（理科）・植物の育ち方、物の形-体積の変化と重さの関係の知識理解・観察や

実験の結果から、条件や相互関係等を関連付けて考え、表現すること

○学習習慣・生活習慣等について、ほぼ全ての子ども(90～100％)が肯定的に回
答している主な項目
・勉強は大切・人の役に立つ人間になりたいと思う
・普段の生活や社会に出たときに役立つよう、勉強したい

●学習習慣・生活習慣等について、さらに改善を図りたい主な項目
(既に80％超の項目も含む)・勉強が好き・自分にはよいところがある
・自分の夢や目標をもっている・普段の授業では学級の友達と
の間で話し合う活動をよく行っている・読書が好き

★学年ごとの各教科の調査結果★

学年
教科 国語 社会 算数 理科

４年 △ ○ ◎

５年 ○ ○ ○ ○

６年 △ △ ○ ◎
通過率を本校の平均と県平均とで比較して

◎上回っている
○ほぼ同じ（±１ポイント）
△下回っている

※個人結果については後日、学級担任
からお知らせがあります。

６年｢チャレンジテスト｣の様子

暴風雪警報の発令！除雪車の力を借りました

大荒れの暴風雪の天気となり、正月明けのまとまっ
た積雪量には驚かされました。脇一小では、積雪の他、
雷により体育館の電気ブレーカーの故障がありまし
た。玄関前の校庭や駐車場の除雪には、脇本公民館か
らお借りしている除雪機
が早朝からフル稼働の状
況でした。ご近所様から
は、ご厚意で駐車場の登
り口の坂を除雪していた
だいた日もありました。
また、市教委・市建設課
を通して、県道・市道の
除雪を担う重機も入って
の除雪日もありました。 ｢除雪車、すごーい! 迫力あるー!｣
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◆この紙面の情報は、１月２７日現在のものです。
今後、新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点等から
更に変わる場合がありますのでご承知おきください。

★問い合わせ★ 男鹿市立脇本第一小学校
TEL 25-2215 FAX 22-2009 (教頭まで)

★第12回秋田県新春書初め大会
◎秀作 ④ ○○ ○○ ⑤ ○○ ○○
◎佳作 ① ○○ ○○ ② ○○ ○○

(丸数字は学年・敬称略)
② ○○ ○○ ③ ○○ ○○
③ ○○ ○○ ③ ○○ ○○

★第61回秋田県児童生徒美術展 ④ ○○ ○○ ④ ○○ ○○
〈平面〉 ④ ○○ ○○ ④ ○○ ○○
◎入賞 ⑤ ○○ ○○ ④ ○○ ○○ ⑤ ○○ ○○
◎佳作 ① ○○ ○○ ② ○○ ○○ ⑥ ○○ ○○

③ ○○ ○○ ④ ○○ ○○
⑥ ○○ ○○

★第３回男鹿潟上南秋書初め展
〈硬筆〉
◎金賞 ② ○○ ○○ ② ○○ ○○

② ○○ ○○ ② ○○ ○○
② ○○ ○○ ② ○○ ○○
② ○○ ○○ ② ○○ ○○

〈半紙〉
◎銀賞 ③ ○○ ○○ ⑤ ○○ ○○

⑤ ○○ ○○ ⑥ ○○ ○○
◎銅賞 ③ ○○ ○○ ③ ○○ ○○

③ ○○ ○○ ③ ○○ ○○
③ ○○ ○○ ③ ○○ ○○
④ ○○ ○○ ④ ○○ ○○
④ ○○ ○○ ④ ○○ ○○
④ ○○ ○○ ④ ○○ ○○
④ ○○ ○○
⑤ ○○ ○○ ⑤ ○○ ○○
⑤ ○○ ○○ ⑤ ○○ ○○
⑤ ○○ ○○ ⑤ ○○ ○○
⑥ ○○ ○○ ⑥ ○○ ○○
⑥ ○○ ○○

２月の学校行事予定
１日 月 学校安全日・各種点検日、全校５校時限
２日 火 全校５校時限
３日 水 委員会活動⑩
４日 木 新入学説明会
８日 月 ㊵ALT学校訪問
15日 月 ALT学校訪問㊶
17日 水 委員会活動⑪
19日 金 学年末PTA授業参観日(全校５校時限)
22日 月 ALT学校訪問㊷
24日 水 チャレンジタイム⑦
25日 木 新１年生連絡協議会
26日 金 なかよし清掃

３月の学校行事予定（主なもの）

２日 火 ６年生ありがとう集会
４日 木 町内児童会④
16日 火 卒業証書授与式
19日 金 修了式
22日 月 春季休業(～4/3)
26日 金 離任式

子どもたちの五七五… ♥雪玉をギュっとにぎって対決だ (３年 ○○○○さん) そーれ、いくわよ！

♥きりたんぽおなべのおふろであたたまる (３年 ○○○○さん) いい湯加減!?

♥寒い冬コタツに入るあたたかい冬はやっぱりみかんだよな (５年 ○○○○さん) 何個食べた?

♥外に出る今日は寒くてふるえる日空を見上げる白い粉雪 (５年 ○○○○さん) ♪ 粉～雪～…

♥なまはげもコロナこわいとじしゅくするなまはげ落ち込み子ども喜ぶ (６年 ○○○○さん) 我が町内会でも！

♥お年玉くれよくれよと口と手が勝手に動き制御不可能 (６年 ○○○○さん) それでいくらもらえた？

６年外国語科の研究授業の様子

授業研究会！ 学び合い、考えを深める子どもの育成 ～自ら学びをつなぐ授業づくり～ ②

学力の向上と教職員の授業での指導法を改善するために、研究主題｢学び合い、考えを深める子ども
の育成～自ら学びをつなぐ授業づくり～｣を掲げて進めてきました。後期には、県教育庁中央教育事務
所の指導主事や県立支援学校、市内小・中学校等から指導者をお招きし、特別支援教育セミナー(特別
支援学級の授業研究会と全職員対象の特別支援教育に係る研修会)や体育科・社会科・外国語科の授業
研究会を行いました。主体的に学ぶ子どもたちの姿にも前期からの成長を感じることができました。

４年社会科の研究授業の様子２年体育科の研究授業の様子 ３年社会科の研究授業の様子
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≪特集 故きを温ねて新しきを知る≫

◆わたしたちの学校は、令和２年７月１５日に創立１４５周年を迎えました。 校報｢わきいち｣ 2021.2.1 版

昭和・平成・令和の「来校者」
進駐軍の巡視以降の｢来校者｣について抜粋しました▼創立記

念行事をはじめとして、学校行事やPTA行事には、各界の著名人
・団体が訪れ、演芸や演奏、講演などをしています。本校視察
のため他校のPTA関係者も訪れています▼本校の外部講師やボラ
ンティアとして活動された(現在もされている)多数の地域の方
が来校しています▼様々な物品を寄贈(珍しい物に、うさぎ・く
じゃくばと、梟の剥製なとが有り)するために来校された方も多
数います。紙幅が足りなく全員を紹介できないのが残念です。

〈昭和30(1955)年11月7日〉 創立八十周年記念式典は
改築校舎の竣工式と同時に挙行する事になり又各種記念
事業の…。〈仝9日〉 午前、秋田工業高校体操公開。加
藤義孝氏の厚意によるもので、観覧者 壹千数百名。午后、
浅野梅若氏一行(十三名)の演芸無料公開。これは一般家庭
より寄附して戴いた謝意を以って当初予定無かったものなるも
協議の結果、行興事にせるものなり。参集者 約貳阡名。(＊1)

〈昭和49(1974)年10月11日〉 かかし座公演(全校児童観覧)
〈昭和51(1976)年6月8日〉 文芸座｢杜子春｣公演
〈昭和52(1977)年9月24日〉 人形劇上演
★以降、文化教室･演劇教室･音楽鑑賞会･芸術鑑賞会･芸術鑑賞教室
等の名称で開催。(会場は市文化会館が多い)〈記録のある団体･演目〉
S53 (ハープトリオ) H9 (わらび座・男鹿の於仁丸)
S55 (汎芸術プロダクション) H11 (ミュージカル・トムソーヤの冒険)
S56 (ＧＭＧ公演－水神、ビルマの竪琴) H20 (劇団ひまわり・ワークショップ５･６年)
S58 (河童の笛) S62 (オペレッタ) 同 (劇団ひまわり・とんでろじいちゃん)
H8 (おばけのコールタール) H27 (ミュージカル･政吉とフジタ)

〈平成10(1998)年2月7日〉 凧づくり集会(三校時)…低
・中学年は、食堂や学級で担任が指導しビニール凧を制
作。高学年は、山田三郎さんを指導者に招き、和凧を制
作。高学年の指導者として凧づくり同好会三名も参加(＊1)

〈平成8(1996)年8月21日〉 ｢劇団えるむ公演｣…大倉児
童館行事を本校体育館で開催。市内の園児・児童が鑑賞した。
〈仝 9月7日〉 AAB秋田朝日放送取材…三十人三十一脚
(一校時 六年生) 〈仝 12月9日〉 講話｢おしろの話｣講
師 宮城教育大学教授 遠藤巌氏 遠藤教授は、県指定文化
財の申請をするため、脇本城跡の調査にお出でになった。
その際、本校にお招きして、子供たちに一時間脇本城・脇
本城跡のお話をしていただいた。事前に地域にも案内の通
知を出したところ会場なかよしホールに三十名ほどが来校(＊1)

〈平成15(2003)年1月30日〉 わらび座学校訪問（新マスゲーム）
:清家、渡辺さんの指導を全校で受け、新しい踊りの練習〈仝 6月24
日〉 キクヤ基金スクールコンサート(午後)演奏者…ヴァイオリン:荒
井雅至 氏 ピアノ:大谷祥子 氏 随行の方2名 保護者20名鑑賞(＊1)

【出典・参照文献】 ＊1 脇本第一小学校『学校沿革史』
＊2 脇本第一小学校『学校日誌 令和元年度』

◆ご家族、地域の皆様、新型コロナウイルス

感染症拡大の収束が見通せない中、健康には

十分留意なされ、どうぞご自愛ください。

〈昭和50(1975)年7月15日〉 創立百周年記念式典 午前
十時から十一時三十分まで。記念祝賀会 午後十二時から
三時まで。祝賀会は、協賛会総務部が中心となり体操場
に祝宴の席を設け、三百七十名の列席者により盛大に行
う。地元芸能人の民謡出演等あり、参会者一同百周年を
よろこびあった。 ※仝11月5日 百周年記念苗木｢椿｣を全校
児童に配布。市教委からの記念。 (＊1)

〈昭和57(1982)年5月24日〉 午後 二年以上で花壇、観
察園、田植え(五・六年)の作業をする。〈仝10月21日〉五
・六年、稲刈り実施す。実習田七アールから精米五俵の収
穫あり。同時にいも掘りを行う。〈仝 11月25日〉 収穫感
謝祭を開催す。実習用田畑の提供及び指導、管理に尽力し
て頂いた小山田定良氏(飯ノ町住。PTA副会長)に児童代表
から御礼のことばを述べる。もちつき二斗。全校でお汁粉
にして食べる。この情況は秋田魁新報で報道される。 〈仝
12月24日〉 四、五、六年によるしめなわ作り実施。わら
二十二把は小山田定良氏(PTA副会長)の提供による (＊1)

〈昭和59(1984)年10月12日〉 五校時 五・六年対象に
詩吟教室を行う。(講師 吉田 嶺耕 氏) (＊1)

〈平成11(1999)年7月16日〉 学期末PTA[ドリーム事業
第１弾：七夕集会"山車どんど"]参加者:来賓30名、保護
者120名、脇本保育園児20名[秋田さきがけ新報記者が取
材のため来校→7/17付朝刊で紹介される]
〈仝 11月4日〉PTA教養講座[講演：元フジTVアナ・佐々木紀
代子様／元全日本ノルディックスキーチャンピオン・伊藤美香様](＊1)

〈平成16(2004)年10月7日〉ピアノコンサート（演奏:河野康弘 氏)
〈仝 10月31日〉 脇本城跡国史跡指定記念式典・記念講演
・祝賀会（本校体育館・ホール）参加者150名程 (＊1)

〈平成17(2005)年1月24日〉 読み聞かせ(ピーチクラブの方６名)
〈仝 9月27日〉 創立130周年記念事業ピアノコンサート ジャズ
ビアニス:河野康弘 氏 保護者約30名、大倉児童館10名(＊1)

〈平成18(2006)年11月13日〉 ｢船長母港に帰る講演会｣(本
校出身の船長OB松野重春 元船長が講演 森本靖之 日本
船長協会長も来校) 〈仝 12月6日〉 PTA教養講座(谷京
子さんを講師に、演題｢子どもたちと読み聞かせ｣)(＊1)

〈昭和61(1986)年7月2日〉 十一時半より全児童がバ
イパス開通パレードを出迎える。本日より職員と共にPTAより
登校指導始まる。下校時は職員により指導を行う。 (＊1)

〈平成22(2010)年1月28日〉 ようこそ 豪風関 集会 (＊1)

〈平成23(2011)年2月22日〉 ジオパーク出前授業｢ようこそ
先ぱい 大渕康文シェフ｣(東京銀座｢大渕座シェフ｣)(＊1)

〈平成24(2012)年2月6日〉 ジオパーク講演会 講師:JAXA
名村栄二郎先生 演題 ｢宇宙をロケットから学ぼう｣(＊1)
〈仝 8月28日〉 巡回陸上教室(5･6年) 講師 教育専門監 岸辺良作先生

〈平成27(2015)年9月9日〉 140周年記念青少年劇場～サクソ
フォンとピアノコンサート（中村均一氏、玉井美子氏による演奏)(＊1)

〈昭和62(1987)年8月6日〉 愛知県春日井市の児童三
十七名との交流学習。午後六時から農村婦人の家で歓迎セ
レモニーを行い、脇本の伝統行事、七夕曳山「山車どんど」
を一緒に曳いて夜九時まで交流を深める。春日井市の児童
感激して帰る。本郷町内会、曳山保存会、脇一小協賛会、
ＰＴＡ、町内子ども育成会等、交流会成功のため積極的に
援助協力してくれる。感謝。(＊1)

〈平成29(2017)年8月8日〉秋田大学4年･伊藤真弥さん、卒
論(ふるさと教育)に係る取材のため来校〈仝 8月23日〉夏の
ぐんぐん集会(AAB秋田朝日放送取材)〈仝 10月6日〉下校時
玄関先にて男鹿署員による熊注意啓発活動(複数社、報道取材)(＊1)

〈平成28(2016)年1月29日〉 創立140周年記念講演会 講師:
冒険家 阿部雅龍 氏 演題:冒険で学んだ世界中で友達を作る方法(＊1)

〈平成31(2019)年1月21日〉6年出前授業｢詩の授業｣(講師…
童話社創始者 田中和雄さん) 全校出前授業｢読み聞かせ会｣
(講師…童話社創始者 田中和雄さん 秋田県子ども読書センター
田丸美穂さん 同行者…鈴木えり子さん･渡部恵子さん)(＊1)

〈令和2(2020)年3月17日〉 卒業証書授与式10:00～11:00
秋田魁新報社男鹿支局 三浦ちひろさん取材のため来校(＊2)

〈平成19(2007)年1月23日〉 絵手紙教室(4年、伊藤ヒサ子 外
部講師) 〈仝 1月25日〉昔遊び体験(3年、吉田萬里子 脇本婦人
会長他11名) 〈仝 2月1日〉習字教室(4年、天野実 外部講師)
〈仝 2月23日〉 お茶会(2年、櫛田宗和 外部講師他4名)(＊1)


