
花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年１１月１日 №５３

稲刈りをしました
５年生が田植えをした稲が立派に育ち、１０月２８日、稲刈りの日を迎えることができました。

今年度は明治用水取水口のトラブルにより大変厳しい状況の中、地域の皆様のお力をお借りして無
事に田植えを終え、今日の日を迎えました。毎年、行ってきた田植えを断念した学校もあると聞き
ましたが、そのような中でも収穫量は例年並みとのことでした。
当日は、まさに、「稲刈り日和」で、暑くも寒くもない爽やかな秋晴れになりました。鎌を使う

ことや鎌で稲を刈る経験が初めてという子どもたちも多かったと思いますが、笑顔で楽しく稲刈り
を行うことができました。

菊の栽培では毎日、水やりなどを行っています。これとは違い田植えの後は直接、世話をするこ
とはありませんでしたが、田を観察し、育っていく稲の様子をクラスのみんなに伝える子が出てく
るなど、稲の様子は気になっていたようです。本日、稲刈りから脱穀までを行いました。５年生に
よると、収穫したお米は家庭に持ち帰ったり、「高浜市学習等支援事業ステップ」に寄付したりし
ていくことを考えているとのことです。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年１１月２日 №５４

３年生福祉実践教室「障がい者スポーツ」を学ぶ

１０月２８日（金）３年生の福祉実践教室を行いました。今回は、「障がい者スポーツ ボッチ
ャ競技」の体験をとおして学習しました。この日は、いつも来てくださる社会福祉協議会の野田さ
んに加え、ボッチャ普及委員会の皆様に来ていただき、障がい者スポーツやボッチャ競技について
教えていただきました。
ボッチャは重度の脳性まひや重度の障がいが四肢にある人のためにヨーロッパで考案されたスポ

ーツで、1984年からは、「パラリンピック」の正式競技となりました。近年では障がいの有無に
関わらず、老若男女、誰でも楽しむことができるスポーツとしても注目されています。多くの子が
ボッチャは初めてでしたが、楽しく競技することができました。この日は車椅子で競技に参加する
ことも体験し、障害のある人もない人も一緒に行うことができるスポーツであることを実感してい
ました。
１２月４日（日）には、「第８回たかはまボッチャ競技大会」がたかぴあで行われることになっ

ており、現在、参加者を募集しています。この機会に参加（ロイロノートのちいきのあんないに申
込書等が入れてあります）してみるのもいいですね。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年１１月４日 №５５

４年生菊人形制作

吉浜まちづくり協議会の皆様に協力いただき、育ててきた菊が咲きつつあります。１０月３１日
（月）は、吉浜まちづくり協議会の皆様に来ていただき、４年生が各学級１体ずつ菊人形を制作し
ました。吉浜まちづくり協議会の皆様、ありがとうございました。
人形の骨組みに菊を飾り付けていくわけですが、今飾ってしまうと週末の「人形小路菊まつり」

の時には菊が枯れてしまうそうで、菊まつりに合わせて開花するようつぼみの状態のものを活用し
て作っていくのだそうです。まず、小さな袋に水を十分含ませた水苔を入れ、そこに切リとった菊
の茎を挿します。この小袋をいくつも作って、人形に取り付けていきました。人形表面の菊の間か
ら中をのぞいてみるとこの様子がよく分かります。分かりづらいかもしれませんが、一番下段の真
ん中の写真を見ていただくと、菊人形の脇の下あたりに袋が見えます。
この菊人形は１１月５日（土）から１３日（日）まで行われる「人形小路菊まつり」で展示され

ます。４年生がどんなテーマをもって制作したかや、菊人形の仕組みなどが確認できます。また、
３年生以上で育ててきた菊の一人一鉢や１、２年生の生活科の学習パネルも展示されます。ぜひお
出かけください。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年１１月８日 №５６

１ 皆既月食を見てみよう！

＜GNEWS HPより＞
本日、天候にも恵まれ、月全体が地球の影に覆われる「皆既月食」を見ることができそうです。

本日の皆既月食では、地球の影に完全に覆われた月の後ろに天王星が入り込む天王星食も同時に見
られるそうで、これは日本では４４２年ぶりとなり、同じような現象が次に見られるのは３２２年
後とのことだそうです。
皆既月食は、月が地球の影に徐々に覆われていき、太陽と地球と月が一直線に並び、月全体が地

球の影に完全に覆われた状態を言います。しかし、地球の影に完全に覆われたからといって、月が
完全に見えなくなってしまうのではなく、太陽の一部の光が地球の大気でわずかに屈折して月を照
らし、ほんのりと赤黒い色に見えるようです。
国立天文台によると、今回の皆既月食は、全国どこでも８日（火）の午後６時９分ごろから月が

欠け始め、午後７時１６分から８時４２分の間に月は地球の影に完全に覆われた状態となり、そこ
からまた部分的に欠けた状態を経て午後９時４９分ごろ明るい満月に戻るということです。
また、今回の皆既月食では、ほとんどの地域で太陽系の７番目の惑星、天王星が月の後ろに入り

込む天王星食が同時に見られるそうです。こちらは時刻や見え方が地域によって異なり、私たちの
地方では、月が地球の影に完全に覆われた最中に天王星が月の後ろに入り始めるようです。天王星
は肉眼で見えるギリギリの明るさですが、皆既月食の間は月が暗く見えるため、望遠鏡などを使え
ばよく観察できるということです。
今回の皆既月食は、子どもたちもまだまだ起きている時間帯で起こります。次に、皆既月食が日

本で見られるのは約３年後と言われています。ぜひご家族皆さんで見てみてください。

２ １１月８日は、「いい歯の日」
今日は、「いい歯の日」です。この日にちなんで、今日の給食は、

「かみかみ献立」と題して、よく噛んで食べる「かみかみサラダ」
を出しました。かみかみサラダは、にんじん、ごぼう、れんこん、
キャベツ、えだまめなど、噛み応えのある食材からできています。
毎日の歯磨きはもちろん大切ですが、しっかりと噛んで食べる習慣
を付けること、こちらも大切です。
さて、かみかみサラダはどうだったでしょうか、お子さんと話題

にしていただけたらと思います。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年１１月１０日 №５７

交通安全教室を行いました

昨日(９日水曜日)は、碧南警察署、高浜市交通安全協会、市役所防災防犯グループの皆様に来て
いただき、１年生から３年生を対象に交通安全教室を実施しました。前半は、クイズも交えながら
交通安全のきまりについて教えていただいたり、大型トラックの左折巻き込み事故や、自動車は急
に止まることができず事故になる様子を実際に見せてもらったりしました。大型トラックの前輪は
自転車に接触しなかったのに、後輪には接触し、踏み潰されてしまう自転車や車にはねられてしま
った人形に、はっとする子どもたちでした。下校の時、「交通事故にあわないように絶対気をつけ
るね」と話して帰って行く子もいました。
後半は３年生を対象に、自転車の安全な乗り方について教えていただきました。交差点などの拠

点に交通指導員さんや防災防犯グループの皆さんに立っていただき、公道を使って実施しました。
公道上では運動場にはないいろいろな場面に出会います。歩行者がおり、自動車が出てきて、救急
車が通っていく場面もありました。そんな中、実際に自転車に乗って学ぶのは大変よい機会でした。
また、同時に自転車の点検もしていただきました。不備等があったものには黄色の札がついてい

ると思います。命を乗せて走る自転車です。この機会に、空気圧の確認やチェーンへの注油など、
お子さんと一緒にメンテナンスしてみてはいかがでしょうか。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年１１月１５日 №５８

１ 後期学級委員～よろしくお願いします～
後期の学級委員を紹介(遅くなりすみません)します。学級委員を決めるにあたっては、立候補す

る子がたくさんいたこと、「みんなと一緒に力を合わせてよい学級をつくりたい。」という意欲的
な発言や、「みんなが協力してくれたので、自信がなかったけどやってよかった。立候補しようか
迷っている人はぜひ出てください。」という前期の学級委員がクラスの仲間に立候補を呼びかける
発言など、前向きな様子や言葉がたくさん聞かれたそうです。大変嬉しいことです。後期学級委員
さんを中心にして、各学級(学年)一致団結してよりよい学級を創ってほしいと思います。

４の１ 桐原 悠真 榊原 彩心 ４の２ 松尾 大葵 寺島 れな

４の３ 百瀬 智広 藤原 瑞希 ４の４ 藏元慎之介 神谷 小葉

５の１ 都築 建人 上村 梨紗 ５の２ 古賀 絆空 武内 咲希

５の３ 市古 拓真 大平原叶愛 ５の４ 杉浦 陸斗 杉浦 唯花

６の１ 尾﨑 丈流 柴田 彩音 ６の２ 鈴木 理仁 清水 里乙

６の３ 板倉 暖己 田岡 一葉

２ 第３０回「春日の森 市民俳句の集い」市民俳句会作品募集について
「春日の森 市民俳句の集い」市民俳句会の作品募集があり、本校の高学年が取り組みました。

市内の小中学校からは、2,016名、4,731句もの応募があったそうです。選考の結果、以下の子ど
もたちの作品が入賞作品(文化協会奨励賞、本校分)に選出されました。おめでとうございます。

・肝試しろうそくの火で怯え出す (６の１ 内園 悠誠)
・夏休み夜中のラーメンまじ最高 (６の１ 畑 憐之介)
・せみがなくはなしあいてのくぬぎのき (６の３ 栄口 哲聖)
・公園ではしゃぐ子どもとセミの声 (６の３ 山西 杏奈)
・花火たち故郷のこと思い出す (５の２ 林 尚広)
・夏の空風にのって飛びたいな (５の２ 内山 心寧)
・高浜の祭りといえばおまんとだ (５の３ 磯部 来地)
・なつがきたうみかぜのおときこえてる (５の４ 柴田 桃奈)

残念ではありますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため表彰式は中止となっています。賞
状等は学校にて表彰伝達をさせていただきます。

３ シーサーの制作が始まりました
昨年度に引き続き５年生がシーサーの制作を始めました。シ

ーサーとは、ライオン（獅子）のことで、沖縄地方の屋根や門
の上から魔物を追い払っています。シーサーは13～14世紀頃、
中国から伝わったといわれています。昔は国王などのシンボル
としても使われました。魔物や災害などから人々を守るシーサ
ーには、形や置かれている場所によっていくつかのタイプがあ
ります。屋根の上や玄関、門の上に置かれているほか、村や町
を守るために、村の入り口や高台に置かれているシーサーもあ
ります。また、今では幸せをよぶ沖縄観光のシンボルとして、
置き物やキーホルダーとしても親しまれています。私たちの高浜でいえば、鬼瓦といったところで
しょうか。子どもたちは、自分のシーサーにどんな思いや願いを込めて制作するのでしょうか。今
週中に全ての学級で制作が終わり、乾燥させた後、施釉、焼成していく予定です。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年１１月１８日 №５９

作るぞ！世界一のこま王国
１年生活科では、「作るぞ！

世界一のこま王国」という学習
に取り組んできました。この学
習は、子どもたちの意欲を高め
るために、「こま王国の国王か
ら、国の宝のこまが壊れて困っ
ている。国の宝となるこまを作
ってほしい。」というメッセー
ジ（動画）が届いたという設定
で進められました。そして、国
王の願いに応えるために、自分の考えたこまに工夫や改良を加え、こま王国の宝にふさわしいこま
にしていくという学習です。子どもたちは、国王を助けなくちゃという思いを強くもってこまづく
りに一生懸命取り組んできました。
先日、３組の授業を参観しました。この授業は、「国王に届ける最高のこまができたか」を課題

にして、次のような流れで授業が行われました。
この学習で、私の印象に残った場面を紹介したい ３人１組で、１人ずつ順番に、
と思います。このグループは、Aさん、Bさん、 ①こまを見せながら、すごいところを話す。
Cさんの３人組です。Aさんは、ハートの形をし ②こまを回してみせる。あそぶ。
たこま（写真左）を作りました。しかし、ペラペ ③よかったところやアドバイスを付箋に書い
ラの薄い紙で作ってあるこのこまは回りません。 て渡す。
Aさん自身、このことを分かっており、グループ
では自信なさそうに、小さな声で、「わたしのこまのすごいところはハートの形です」と発表して
いました。回して見せようとするのですが、やはり回りません。この発表に対し、Bさんは、「ハ
ートのこまかわいいね」と付箋に書き、Cさんは、「回らなくてもきれいだね」と書きました。そ
の後、Cさんは、「これって紙？ 厚紙？」と声をかけました。「折り紙」と答えたAさんに対して、
「厚紙の方がいいよ。厚紙は色がないから、ラメを塗るといいよ。お宝だから」とアドバイスをし
ていました。その後、学級全体で、友達に書いてもらったことの発表をしていったのですが、あん
なに自信のなさそうにしていたAさんが、自ら挙手をし、堂々と、「ハートの形がかわいいねと言
ってもらった」と発表したのです。回らない自分のこまが友達から褒めてもらえたこと、回るよう
にするために教えてもらったことで自信と安心感をもったように感じました。友達に褒めてもらう
こと、認めてもらうことでこれほど自信と安心感をもつことができるのだとつくづく思いました。
そして、Aさんんは、この授業の最後に、「Bさんみたいに速く回したい」と記していました。
みんなからのアドバイスを聞いて、自分のこまを見直していった後日の学習（授業）では、Aさ

んはハートだったこまの形を丸く替えたそうです。やはり回るこまを作りたかったようです。しか
し、Cさんが、丸いこまにハートの形を作って貼ればハートのこまになると教えてあげ、回るハー
トのこま（写真中）ができたようです。また、Ｃさんのアドバイスにあったラメを塗ったこま（写
真右）も作りました。「Aさんがハートの形のこまをがんばって作っていたことを知っていたので
しょうね、だからこそハートの形を切って貼るというアイデアを考え、伝えてあげたのだと思いま
す」と担任の小林先生は話してくれました。
一人でも学び続けることは可能です。しかし、互いに助け合い、支え合いながらともに学ぶ学習

のよさを、こういった場面を見るたびに感じます。２人の感想には次のように書かれていました。
Aさん「Cさんが教えてくれていっぱい回った」
Cさん「Aさんを助けた」と。
今回は全体の中のほんの一部分を切り取って

紹介しましたが、こういったことが、いろいろ
な学年や学級で起きているかと思うとわくわく
してきますね。

＜左から順に、改良していったこま。一番右のこ
まにはラメが塗られています＞



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年１１月２２日 №６０

防犯教室（５年生）を行いました
５年生は総合

的な学習の時間
で、「防犯」をテ
ーマに学習して
います。その一
環として、愛知
県警察防犯活動
専門チーム「の
ぞみ」の皆さん
に来ていただき、防犯教室を開催しました。

見る人を引き込むような寸劇によって、楽しく防犯について学ぶことができました。写真にもあ
ります「つみきおに」という言葉ですが、どんな意味か分かりますでしょうか。「つみきおに」の
５文字がそれぞれ不審者から身をを守るためのキーワードになっていて、子どもにもわかりやすく
覚えてもらえるように考えられた言葉です。

現在の日没の時刻は、１６時４４分頃（１１月２１日現在）で、暗くなるのも早くなってきてい
ます。不審者との遭遇や交通事故など、心配は尽きません。ご家庭でも安全・安心な登下校につい
てお子さんと話していただけるとありがたいです。この時に、「つみきおに」も話題にしていただ
いたり、愛知県警公式チャンネルなどを活用したりしていただけると嬉しく思います。
なお、５年生は今後、吉浜まちづくり協議会防犯グループの協力も得ながら、防犯についての学

習を進めていく予定です。

◇防犯活動専門チーム「のぞみ」について
警察官と防犯活動アドバイザ-からなる防犯活動を

行う専門チーム。防犯教室の開催や、YouTube「愛
知県警察公式チャンネル」において、身近な犯罪に
ついての防犯寸劇を取り入れた動画を投稿する等、
広く防犯活動を行っています。
県内で発生が多い住宅への侵入盗や特殊詐欺、子どもを対象にした不審者対

応などを中心にユーモアを交えながら構成した防犯寸劇は大変好評です。

□「つみきおに」とは
つ ・・・・・ ついていかない
み ・・・・・ みんなといつもいっしょ
き ・・・・・ きちんと知らせる
お ・・・・・ おおごえでたすけをよぶ
に ・・・・・ にげる



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年１１月２５日 №６１

１ おめでとうございます
公益社団法人トレイディングケアから、「多

文化共生社会の実現」に関する作品募集があ
り、夏休みの課題の一つとして取り組んだ子
どもたちがいました。この作品募集に、市内
各校から６１点の応募があり、最優秀賞、優
秀賞が各１点、特別賞２点の合計４点が入賞
作品として選出されました。この４点のうち
３点が本校の児童の作品でした。おめでとう
ございます。

２ 赤い羽根共同募金を行っています
赤い羽根共同募金が始まっています。赤い羽根共同募金は、

太平洋戦争が終わって間もない昭和２２年（１９４７年）に、
市民が主体の民間運動として始まりました。当初、戦後復興の
一助として、被災した福祉施設を中心に支援が行われ、その後、
地域福祉の推進のために活用されています。「赤い羽根」に関す
る問題（赤い羽根共同募金ＨＰ参考）も以下に記しますので、
お子さんと考えていただきながら、共同募金について話題にし
ていただけたらと思います。
なお、募金運動は明日２６日（土）まで福祉委員会の子ども

たちが行っています。時間は７時５０分から８時１０分まで、
場所は各昇降口となります。ご協力をよろしくお願いします。

３ １１月２４日は、「和食の日」でした
2013年、「和食」がユネスコの世界文化遺産（無形）に登録されたことを機に、「日本人の伝統

的な食文化について見直し、和食文化の保護・継承の大切さについて考える日」として、「いい日
本食（1124）」の語呂合わせから、「和食の日」が定められました。
近年、欧米を中心に和食ブームが加速しています。健康志向の高まりとともに、和食が流行し、

「wasyoku」という言葉が通じる地域も増えていると聞きました。一方、日本では和食離れが進
みつつある現状があることも事実です。大切に受け継がれてきた食材や食文化を守り、次世代へと
つなぐ役割を担っているのは、私たちであり、今の子どもたちです。本校では、「和食の日」に写
真のような和食（給食）を提供しました。

＜「和食の日」の給食＞
五目きしめん汁
手作り切り干し大根入りかきあげ
照り焼きチキンと野菜の炒め物
牛乳
※和食であれば白米ですが、高浜市の学校給食は、毎週木曜日が
パンもしくは麺と決まっているため本日はきしめん汁となっていま
す。

４ 授業参観よろしくお願いします
明日は子どもたちも楽しみにしている授業参観です。今年度2回目の授業参観になります。4月

の授業参観に比べてお子さんの成長を感じていただけるのではないかと思っております。お子さん
の成長やがんばりをたくさん見つけていただき、褒めてあげてくださいね。「お父さんやお母さん
が僕、私のことをちゃんと見てくれている」と感じている子どもは安心感を抱き、何事にも積極的
にチャレンジしていくことができると思います。よろしくお願いします。
なお、2時間目には高浜市教育委員会から杉浦隆司先生を迎え、「発達が気になる子どもたちの

子育てを考える」をテーマにお話をいただくことになっております。お時間があればぜひご参加く
ださい。

「多文化共生社会の実現」に関する作品募集
□最優秀賞
５の１ 濵瀬真秀さん

□優秀賞
１の４ 山口奏太さん

□特別賞
２の１ 天願愛美さん

「赤い羽根」に関する問題
① 羽根はなぜ赤い色なのか？
② 赤い羽根募金お金はどんなことに使われているの？
③ 赤い羽根共同募金は外国でもやっているの？
④ 赤以外の色の羽根の募金はありますか？ ＜答えは次頁に＞



「赤い羽根」に関する問題（答え）
①「赤い羽根」は、勇気のシンボルだからだそうです。アメリカの先住民族は、い
ろいろな色の羽根かざりを頭などにつけていましたが、その羽根は色によって意
味がありました。勇気のある行いやよいことをした人が、「赤い羽根」をつけてい
たそうです。

②一人暮らしのお年寄や障がいのある人など、助けが必要な人たちのために使わ
れています。

③「共同募金」は、43か国で行われています。しかし、「赤い羽根」を使っている
のは日本だけだそうです。アメリカなど、かつてはシンボルとして「赤い羽根」
を使っていた国もありましたが、今は日本だけとなっています。

④緑 の 募 金 ・・・ 森林づくりの活動のため。
青い羽根募金 ・・・ 海で事故にあった人を助けるため。
海の羽根募金 ・・・ （水色と白の羽根）きれいな海岸を次世代に残こすた

め。
水色の羽根募金 ・・・ 水難遺児の支援のため。
白い羽根募金 ・・・ 青少年赤十字の活動のため。


