
大館立成章小学校 ☎ ５２－２８１８

令和元年 １１月２５日 第８号

ふるさと大館への思い

校長 福司 登志子

校庭の木々はすっかり葉を落とし、頬にあたる風

の冷たさに、冬がやってきたことを感じます。北国

はこれから長い冬を迎えます。

さて、先日校内をまわっているおり、６年生の道

徳コーナーに掲示されていた学習シートに目がとま

りました。郷土愛を取り上げた学習でした。自分た

ちが生まれ育った大館については、「自然が多く、

空気がきれい。」「近所づきあいがよく、明るい町で

ある。」「安全な町である。」「落ち着ける。」などそ

のよさを感じながらも、「自然を生かした施設や店が増えるとよい。」「人口が増えると活気が

でると思う。」「テレビで誰も住まなくなった集落を見たことがあるので、このまま人口が減

ってなくなってしまうことがないか心配。」という意見が書かれていました。

最後の学習の振り返りの欄では、「地域全体で助け合いながら、大館に生まれてよかったと

思えるようにしたい。」「自分たちでできることをしたい。」「大館を大切にする心の源は、よ

りよい町にしたいという思い。大館にあっ

てほかの町にないものはあるだろうから、

今あるものを大切にしたい。」「大館の人の

温かさは心の源。大館のよさをたくさんの

人に伝えていきたい。」などと書かれてい

て、その子どもなりのふるさとへの思いが

綴られていました。残念ながら、この授業

を見ることはできなかったのですが、シー

トを読んで、互いにふるさとについて意見

を述べ合っている姿が思い浮かびました。

これまで、６年生は地域のことをたくさ

ん学び、地域の方とたくさん学習してきま

した。町探検やふれあい花壇作業、社会科

見学や枝豆の栽培・収穫、運動会や学習発

表会で声援や拍手をもらったことなど、さ

まざまな場面でふるさとの人・もの・こと

に触れてきました。昨年度は八峰町で、今

年度は函館で手作りのＰＲパンフレットを

配ったことも、子どもたちの「ふるさとの

ために何かをしたい」という思いの表れで

す。

こうした思いは中学校でもさらに深まっ

ていくことでしょう。先日、第 1 回秋田活
性化中学生選手権で、成章中学校が見事最

優秀賞に輝いたのは、小学校にとってもう

れしい出来事です。これからのふるさとを

担う大切な子どもたちです。自分たちの根

っこに、ふるさとへの思いが確かに育まれ

ていることを改めて感じています。

学校教育目標
主体的に学び，挑戦する子ども
～つなげる 高める 広げる～
合言葉は「チャレンジ！」

「学び」「心」「行動」をつなぎ・高め・広げ
ていく子ども

１2月の行事予定
11月２６日（火）租税教室(６年)

２７日（水）小中高ＰＴＡ連絡協議会

１８：００～十二所公民館

２８日（木）学校納金口座振替日

２９日（金）全校集会

第２回ライフスタイル調査

３０日（土）教育講演会（成章中ＰＴＡ）

14:15 成章中学校

12月 ４日（水）県学習状況調査

９日（月）正課クラブ（最終）

１２日（木）激励集会（スクールバンド）

１３日（金）２学期末ＰＴＡ

１４日（土）アンサンブルコンテスト

１７日（火）クリスマスコンサート（労災病院）

５・６年 スクールバンド部

２０日（金）風の子集会

２３日（月）町内児童会

２５日（水）２学期終業式

２６日（木）冬季休業日～１月１３日（月）

２７日（金）子どもサミット会議

２８日（土）～１月５日（日）閉庁

１月 ６日（月）学校納金口座振替日

※予定ですので，変更になる場合があります。

成章だより



成章っ子のがんばり ～高める～

大北児童生徒書写展
【硬筆の部】 【毛筆の部 条幅】

金賞 １年 田村泉恵 田村美結 銀賞 ４年 畠山菜央

２年 菅原鳶瑠 田村優空 奈良 歩 銅賞 ４年 髙橋めぐる

畠山璃久 近藤 咲 奈良彩加 ６年 髙橋輩実

佐々木優理愛 曲田優心

入賞 １年 小野寺陽生 照内隼太 畠山 啓 防犯文集「和気」作文の部
木次谷琉花 黒田ひなた 【入選】

鈴木梛菜 鈴木悠菜 ６年 髙橋輩実

【毛筆の部 半紙】 【佳作】

金賞 ３年 芳賀一磨 松中悠希 ６年 松中晴希 千葉実来 佐々木紫

４年 畠山亨惺 本間晴陽 髙橋めぐる

畠山菜央 大北児童生徒作文・詩コンクール
５年 野口希歩 【作文の部】

６年 髙橋輩実 松中晴希 特 選 ３年 畠山樹乃

銀賞 ３年 伊澤天悠 花田優明人 山下大介 入 選 ３年 伊澤天悠

田村 舞 畠山桜空 藤島月香 ６年 三浦詩織

松原もあ 準入選 ４年 佐々木茜

４年 前田晃生 佐々木茜 畠山ほのみ 佳 作 ４年 畠山来歩 畠山ほのみ

畠山 桃 【詩の部】

５年 照内颯太 花田成獅 秋元結愛 特 選 ５年 野口希歩

富樫風花 畠山夕愛乃 準入選 １年 鈴木悠菜

６年 千葉実来 畠山拓巳 奈良歩実 ２年 奈良彩加 鈴木 葵

三浦詩織 渡邊愛海 ３年 佐藤輝生

銅賞 ３年 佐藤輝生 菅原獅道 髙橋優太 ５年 花田成獅

黒田美緒 畠山樹乃 渡邊愛莉 佳 作 １年 黒田ひなた

４年 木次谷涼雅 千葉 凪 ５年 櫻庭にゐな

佐々木心希

５年 佐藤陽斗 畠山諒平 櫻庭にゐな 十二所地区駅伝大会

鈴木汐音 １位 成章ランナーズ

６年 田畑響希 芳賀 司 畠山義盛 木次谷涼雅 奈良歩実 ※奈良敬吾

佐々木紫 畠山優奈 松原もえ 松原もえ 芳賀司 ※芳賀仁

※中学生との混合チーム

高める・広げる 成章っ子
県児童生徒理科研究発表会 青少年健全育成シンポジウム

「10円玉ピカピカ大作戦」 ６年 芳賀司さん

題「地域とつながり、地域に元気

をとどける成章っ子」

４年 本間晴陽さん

※花岡小児童との共同研究

風の子集会 ～つなげる～

１２月２０日（金）

９：２０～１２：００

今までお世話になったお

うちの方や地域の皆さんに

感謝の気持ちを表し、子ど

もたちが考えたゲームなど

で交流する集会です。参加

を希望される方は、別紙の

参加申込書にご記入の上、

学校までお届けください。



２学期末ＰＴＡ

１２／１３（金）

１３：２０～１４：０５

５校時 授業参観

（14:05～14:15 帰りの会）

１４：３０～１４：５０

ＰＴＡ全体会 ２階 多目的室

１５：００～１６：００ 学級懇談

★上履きをご持参ください

来年度の新１年生がやってきた！（新入生体験入学） つなげる・高める

５日、来年度入学予定の保育園児９名が本校にやってきました。１年生と一緒に、国語や音楽の勉強を

体験したり、給食を食べたりといった活動を通して交流を楽しみました。本校の１年生がお兄さんお姉さん

気分でしっかりお世話をしました。

「高める」成章っ子 研究授業の様子

10/24 ４年算数 11/13 １年・６年国語

「つなげる」「高める」成章っ子
３・４年生が十二所神明社と老犬神社を見学してきました。

「つなげる」成章っ子 ５年脱穀作業

ＪＡの皆様、ありがとうございました

米作りの最後、脱穀作

業を行いました。ＪＡ

の皆様のご協力で無事

作業を終えることがで

きました。また、先の

稲刈りの際には鎌をプ

レゼントしていただき、

ありがとうございまし

た。



前期学校評価一覧
前期学校評価を一覧でご報告いたします。詳細については、成章小学校のホームページに

掲載しておりますので、そちらの方もご覧ください。

成章中学校体験入学（６年）～つなげる～ スポーツクラブ

ユニカール体験 ～つなげる～

前田進さんに指導していただきま

した。ありがとうございました。

中学生と一緒に授業に参加したり、部活動体験をしたりしました。

中学校生活への期待がふくらみました。


