
 
 
 
 
 

 
保護者・地域の皆さんのご理解ご協力に感謝しています 

11 月８日（金）参観日（全校）・バザー（６年生）・服の力（５年生） 

校長 西村 充司 

秋晴れに恵まれた 2学期の参観日。1・2・4年生は

算数、3年生は理科、5年生は服の力への取り組みの

発表、6年生はバザーと、それぞれに学習・活動の様

子を見ていただきました。新しい学年もすでに折り返

しをずいぶん過ぎ、残り 4ヶ月となってきました。 

集中して授業に臨む姿、積極的に考えを伝え合う様子

など、1人ひとりに確かな成長を見いだしていただけ

たかと願っています。 

学級懇談会へも多数の皆さんに出席いただきま

した。それぞれ子供の様子について意見を出し合

うなど、短い時間ではありましたが、貴重な交流

の場となりました。学年の後半、より充実した教

育活動を展開していけるよう頑張りたいと思いま

す。お気づきの点がございましたら、遠慮なく学

校までお知らせ下さい。   

 

 

また、育友会総務部の皆さんは、授業参観前とな

る 12時から集まってくださり、ベルマークの整理・

点数数えの作業をしてくださいました。 

集計の結果、今回は 10,480点分集まっていたということです。これまで貯まっていた分も活用させ

ていただき、プリンターとも接続できるストップウォッチと、大きめのラインカーをいただくこととし

ました。子どもたちがのびのびと運動に親しみ、時に競い合い、互いの力を伸ばしてくれたらと願って

います。まだ残っている点数もずいぶんとあります。これからも、子供達の学校生活が充実できるよう

有効活用させていただきます。普段より心がけてベルマークを集めて下さっている保護者の皆さん、浜

松部長様はじめ総務の皆さん、本当にありがとうございました。今後ともベルマーク収集に対するご理

解とご協力、何卒よろしくお願いいたします。 

海南市立日方小学校   校訓 ： 一生懸命 

ひ ろい心   か んがえる力   た くましい体 

合言葉 ： 「チームワークと感謝、そして笑顔」 
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５年生：服の力プロジェクトに対するご協力に感謝しています 

ユニクロの企画への全面協力で、難民の子供達に服を

送り、少しでも生活に温もりを届けようと活動した 5年

生。毎朝校門に立って呼びかけたり、海南駅や海南市社

会福祉協議会さんの前、みらいこども園さんに回収ボッ

クスを置かせてもったり、たくさんの地域の皆さんにご

協力いただけ、写真の通り、予想をはるかに上回る子供

服を届けていただきました。その数はなんと 3157着！

そして、大きなダンボール箱 28個分も送ることができ

ました。ご協力、本当にありがとうございました。 

６年生：バザーへのご理解ご協力にも 
      心より感謝申し上げます 
 6年生が中心となって活動・実施したバザー。広告づくりも含

めた商品提供の呼びかけ・ポスターづくり、商品  の収集、値つけ、

陳列、販売、決算と、楽しみながらも、困っている人のために 28人

みんなで協力して頑張りました。流通や経済について、また人の善意

の温かみを身にしみて学べたであろうことを何よりうれしく思ってい

ます。用品の提供、購入に、また募金にもご協力いただいた保護者・

地域の皆さん、本当にありがとうございました。 

なお、バザーと募金の収益は合わせて 75402円でした。6年生が

真剣に協議した結果、これは全て日本赤十字社を通じて、台風や大

雨による被害に苦しむ地域の方々への募金にさせていただくとのこ

とです。心より感謝申し上げます。 

11 月 9 日～ 和歌山県の各地で開催された「ねんりんピック」に 
 
海南市でも太極拳と  が開催されたねんりんピック。日本全国から来られた選手やスタッフ・応援

の皆さんは、県内各地で楽しく競い合ったことだと思います。そして、その皆さんを、日方小学校の

４・５・６年生も、ポスターやのぼりで応援、盛り上げました。 

 

左から 青森県 ・ 京都府 ・ 横浜市 を応援するのぼり 

服を並べて書いた文字（奥の段から） 
日方小学校 ５星 ありがとう 

バザー 

島根県  埼玉県 
名古屋市  大分県 



日方小学校をリードする高学年、５・６年生の充実した委員会活動 
 
どこの学校でも、学年が上がるにつれ大切な役割が増えてきます。その最も分かりやすい活躍の場の

１つに、委員会活動があります。日方小学校の６年生２８人、５年生２９人も、メンバー同士力を合わ

せてリーダーシップを発揮してくれています。 
 

図書委員会：昼休憩の読み聞かせ 10月 24日の集会で、自分の読み聞かせる本の紹介

をし、いよいよ 25日からスタート。昼休憩に図書室で、1

週間にわたり毎日 3人程の図書委員さんが読み聞かせをし

てくれました。 

読み聞かせてくれた本の中には、食育に関係する内容の

物も多く、給食や食育に力を入れている日方小学校にふさ

わしいと感心しました。これも機会の 1つに、さらに本好

きの日方っ子が増えてくれるよう期待しています。 

計画委員会：給食マナー啓発の劇 
＆ 食育アンケートの結果報告 

前回の学校だよりでも一部食育に関するアンケート結果

を紹介しましたが、計画委員会のメンバーは、自分たち日

方っ子の実態や注意しなければならない点などについて、

劇を交えながら改めて全校児童に教えてくれました。ま

た、各学年の給食時にマスクチェックをして回ってくれるなど、実際にマナーやルールを守ってもらえ

るような取り組みもしてくれました。お陰で、11月に入り給食時の落ち着きが増したクラスがたくさ

んあるし、手洗いやマスクの着用など当たり前のことが当たり前にできるようになってほしいです。 
 

保健委員会：健康に関する〇×クイズ 
11月 7日（木）、保健員会のメンバーは、歯の数、インフルエ

ンザ、栄養と、多岐に渡った内容での〇×クイズを実施し、全校

のみんなが、楽しみながら、自分の体や健康への意識と知識を深

める発表をしてくれました。 

そして、全校児童が楽しんだロング集会 

 11月 25日（月）、各委員会が 1つずつコーナー遊びを運営してくれ、全校児童はそれを楽しみなが

ら回って遊ぶロング集会。今年は「ひかた万博」と名付け、「○ひかり○かがやくえがおで○たのしもう」を

テーマに、運営する 5・6年生は、下学年の子どもたちを楽しませてあげられることに喜びをもち、上

級生としての自覚がうかがえました。また、4年生は 1年生と、3年生は 2年生と、それぞれペアのグ

ルーぴを組んで行動しましたが、ここでも 3・4年生のリーダーシップがうかがえました。楽しかった

おもしろかっただけではなく、縦の繋がりの良さも感じられ、うれしい時間となりました。 

 なお、各委員会のコーナー名は次の通りでした。 

体育委員会：おむすびころりん（体育館前大廊下） 

放送委員会：タピオカころがし（体育館） 

給食委員会：しょくざいつり（体育館） 

計画委員会：なにがとおるでござるかな（被服室） 

環境委員会：おっさんずをさがせ（理科室Ⅰ） 

図書委員会：箱のなかみはなんだろう（図書室） 

保健委員会：たからさがし（英語ルーム） おむすびころりん 



 

 

 

 

10 月 28日（月）6 年生：海南中学校体験入学 
  

卒業まで 5ヶ月を切った 10月末、貴重な機会を設けていただ

け、日方・黒江の両小学校の 6年生が海南中学校を訪れました。

吹奏楽部が美しい音色で歓迎してくれたり、生徒会代表の面々が

主な行事など学校紹介をしてくれたり、数学や体育（剣道）の授

業を体験させてもらったり、クラブ活動の様子を見学させてもら

ったり、内容の濃い時間をもっていただけたことで、中学校に対

する安心感が増したのではないかと思います。海南中学校の先生

方、生徒の皆さん、ありがとうござました。 

 
10 月 31日（木） 2回目の、大地震・大津波警報を想定した避難訓練 
  

7月 7日（日）に続き、今年度 2回目の大津波を想定し

ての避難訓練。学校から元火葬場まではこの日もだいた

い 17分で到着。「おはしも」に留意しながら、真剣に訓

練に取り組むことができ、協力いただいた海南消防署の

方からも、日方っ子のルールを守って行動する姿はほめ

てもらえました。万一の時も、訓練同様、早足で歩きな

がらも、できるだけ落ち着いて行動したいです。 

しょくざいつり 
タピオカ 
ころがし 

おっさんず
をさがせ 

なにがとおるでござるかな 
箱のなかみはなんだろう 

なにがとおるでござるかな 
たからさがし 

海南中学校体育館にて吹奏楽の演奏を聴く 6年生 

数学の授業 

体育（武道）の授業 

クラブ活動見学 

ヘルメットをかぶり、ペア学年で 
手をつないで避難する子どもたち。 
川沿いを避け、保健福祉センター側
に出てから東方面へ避難します。  



11 月 5 日（火）落語ワークショップ 
 
 文化庁の文化芸術による子供の育成事業として、12月 3日

（火）には、日方小学校体育館で 13:30より落語の公演がありま

す。それに向け、落語の楽しさを教えてくれたり実際にやらせも

らったりするワークショップを、11月 5日に開催してくださいま

した。さすがプロの落語家さんたち、とっても愉しい時間をプロ

デュースしてくれました。日方っ子も、つい乗せられて、舞台で

小噺や出囃子をやってみたいと申し出る子が続出。積極的で頼も

しい一面を見せてくれ、うれしかったです。 

11 月 15日（金） 3～6年生：オレンジキッズによる 

人形劇「だいじょうぶまいちゃん」、鑑賞会 
  

オレンジキッズは、子どもの病気や障害につ

いての理解を地域社会に広めるために人形劇を

用いて活動しているグループです。今回は、「だ

いじょうぶ まいちゃん」のタイトルで、小児白

血病啓発の人形劇を見せていただきました。 
 

11 月 18日（月） 6年生：次世代育成事業 
  
和歌山県文化遺産課の主催による次世代育成事業。事前に一の鳥居

のある藤白神社を訪れた 6年生 28人は、バスで送迎していただき、田

辺市本宮町の世界遺産センターまで行って世界遺産について学びまし

た。とりわけ「紀伊山地の霊場と参詣道」については、詳しい説明を

聞いて学習を深めただけでなく、現地学習として三軒茶屋跡から熊野

本宮大社までの約 3㎞、実際に熊野古道を歩きました。さらには、道

普請（みちぶしん）ということで、雨で表面が流れて歩きにくくなっ

た古道に砂を運び入れ、修復の手伝いまでしてきました。1トンの砂を

小分けにして提げ、坂道を往復する作業は結構大変でしたが、6年生み

んなで世界遺産の保全に協力することができました。地元

和歌山県の世界遺産を守っていこうとする心が、次世代を

担う日方っ子にも宿ったことだとうれしく思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落語 本公演 
12月 3日（火）13:30～  
日方小学校体育館にて 

 
主な出演予定者 
 
春風亭 傳枝  （真打） 
春風亭 昇市  （二ツ目） 
鏡味 正二郎  （曲芸） 
古田 尚美   （お囃子） 
三遊亭 金かん （前座） 

 
そして、日方っ子の代表児童
も、小噺や出囃子に挑戦してく
れます。 
日方小学校に関係する方は、 

どなたでも無料で入場できます。 

保護者・地域の皆さん、ぜひ 
一緒に落語を楽しみましょう！ 

道普請に精を
出す子どもた
ち。袋に砂を
入れ、坂道を
持ち運ぶ作業
に一苦労する
も、右の通り
きれいになり
ました。 

↑藤白神社にて 
世界遺産センターにて↓ 

熊野本宮大社にて↓→ 



食育・給食教育の充実 
 好き嫌いや栄養バランス、食事のマナーについて等々、特に子どもにとっては大切な食生活。前回

の学校だより 11月号でも食に関わるアンケート結果を掲載しましたが、日方小学校は、令和 1・2年度

の 2年間、食育や学校給食の研究に取り組み、2年目の令和 2年度には、海草地方給食教育研究大会を

開催することになっています。1年目となる今年度は、研究主題を「食生活の大切さを理解し、たくま

しく生きる子どもの育成」とおき、さらには、「食事の重要性」「心身の健康」「食品を選択する能力」

「感謝の心」「社会性」「食文化」の 6つの視点で研究実践に取り組んでいます。今回は、１・３・５年

生で行われた研究授業、２・４・６年生の公開授業を中心に、実際の授業の様子を紹介します。 

10 月 2 日（水） 5 年生 社会科：「食料自給率 40％について考える」 
 
提示された 8つの資料の中から、重要だと感じる資料をグルー

プで取捨選択し、それらの資料から読み取ったことをまとめ、発

表し合いました。日本の食糧自給

率 40％という現実について、また

食の安全安心について、今自分

に、あるいは自分たちにできるこ

とは何なのかを考え合うことで、5

年生の子供達の食への関心は大い

に高まっていきました。まずは残

食をすくなくすることから、行動で表してくれると期待しています。 
 

10 月 30日（水） 3年生 学級活動： 
「食事のマナー名人になろう」 

 
まずは自分たちの給食の様子について意見を出し合い、食事の

マナーをもっと守らなければならない現実にスポットをあてまし

た。その上で、なぜマナーを守らなければならないのか、その理

由をグループで考え合いました。そうして、明日からの給食時、

みんなで守る 4つのマナーのポイント（①茶碗などを正しく持っ

て食べる②口に食べ物を入れたまま話をしない③食べている途中

に立って歩かない④食事にふさわしい話をする）を決め、守れた

らチェックシートに色塗りしていくことを確かめて締めくくりま

した。その後の 3星の給食、ずいぶんとマナーが守られ、落ち着

いて食べるようになりました。 
 

11 月 13日（水） 1年生 学級活動： 

「すききらいせず なんでもたべよう」 
 
事前にとった自分たち 1星の苦手な食べ物アンケート結果をク

イズ形式で知るところから始まった研究授業。1位ピーマン、2

位なすび、3位豆類、4位きのこの結果を踏まえた上で、「すきき

らいせずなんでもたべよう」のめあてを確かめました。そうし

て、まずは紙芝居「すききらいしないでなんでもたべよう」の前

半を聞き、苦手な食べ物にもいいところ（骨や体をつくる、病気

から守るなど）のあることを知り、さらに紙芝居の後半を聞い

て、苦手なものでも食べられるようになったり好きになったりす

る方法として、①混ぜて食べる②育てて食べる③みんなで食べる

などがあることを知りました。 

その上で、給食献立表が配られ、みんなの苦手ナンバー１：ピ

ーマンが、あるいは豆類が給食でいつ出てくるかをみんなでチェ

ック。がんばって食べようと確かめ合いました。さらには、2年

生が育ててくれたピーマン、がんばっておうちでも食べるようと

いう人に持って帰るようにもしていました。大切なことを学ぶだ

けで終わるのではなく、実生活につなげていく取り組みでした。 



10 月 2 日（水） 2･4･6 年生も学級活動で食育･給食関係の授業を実施 
 

2 年生学級活動     4 年生学級活動     ６年生学級活動 

「きゅうしょくを      「朝ごはんについて    「栄養に偏りのない 
しらべて、たべもの   考えよう」            食事を考えよう」 

の ひみつを知ろう」 

   
そして、ランチルームでは 

保健室でも 

 

 

 

11 月 22日（金） 1年生：おじいちゃん・おばあちゃんとの交流 
  

50名を超える地元日方地区や 1年生児童のお

じいちゃん・おばあちゃん、また保護者の皆さ

んに来校いただき、1年生との交流会を実施し

ました。 

体育館で、歌や鍵盤ハーモニカなどの発表を

楽しんでいただいた後、1年生は来ていただい

たお礼に手作りのお土産を、また地域の敬老会

の方からも、頑張った 1年生にお礼のプレゼン

トを、相互に届け合いました。その後、あやと

りやお手玉、けん玉、コマ回しなどをして遊

び、最後は一緒にパンジーやチューリップの球

根植えを楽しみました。このパンジーやチュー

リップは、令和 2年度入学の新 1年生を明るく

迎えてくれることでしょう。 

1年生 30名が、チームワークよく、寒い

中来て下さった皆さんへの感謝の心を込め、

元気いっぱい笑顔いっぱい張り切って発表す

る姿に、すっかり日方小学校の一員となった

たくましさを感じ、うれしかったです。 

地域の皆さん、これからも日方小学校の子

どもたちに対しては、ぜひ目をかけ、声をか

け、困っていそうな時には手を貸してやって下さい。よろしくお願いします。 

研究授業や自分たちの取り組みについて、子ども
たちの姿から成果と課題を明らかにし、よりより
研究実践に結びつくよう協議・検討しています。 


