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大館市立上川沿小学校

今年も上小っ子は がんばりますっ！
「ハートさん」「カッシーさん」「ニュートンさん」を目指して！
４月６日(水)、春の暖かい日差しを受けた気持ちのよい朝、

令和４年度の上川沿小学校の１年がスタートしました。１年の
スタートにふさわしく、子どもたちは、明るく、期待に満ちた
晴れやかな表情で元気いっぱいに登校してきました。
新任式では７名の新しい先生方をお迎えました、１３４名の

全校児童と２１名の職員が一丸となって、学校教育目標である
「夢いっぱい 未来を切り開く 上小の子ども」の実現に向け
て、「ハートさん」「カッシーさん」「ニュートンさん」のように、『やさしく かしこく た
くましい』上小っ子を目指した取組を進めていきます。
今年度も温かいご支援をよろしくお願いします。
〈 始業式のあいさつから 〉
今日から令和４年度のスタートです。明日はかわいい１年生１７名が入学し，上川沿小学校は１３４

名でスタートすることになりました。新しい学年に進んで，わくわく，ドキドキしている今の気持ちを

大切にして，そして、新しい目標をしっかりもって頑張ってほしいと思います。

さて、今年度のスタートにあたり、皆さんに頑張ってほしいことをお話しします。

まず１つ目、何事にも一生懸命に取り組むことです。皆さんは、「ハートさん」「カッシーさん」「ニュ

ートンさん」になれるように、今年も日々の勉強、学校行事、毎日の生活などに取り組んでいきます。

その一つ一つに一生懸命に取り組んでほしいと思います。うまくいかなくてもいいんです。そのときは、

どうしてうまくいかないかを考えましょう。うまくできたら、みんなで喜び合いましょう。一生懸命取

り組んでいれば、きっと自分の目指す「ハートさん」「カッシーさん」「ニュートンさん」に近づいてい

くはずです。「一生懸命に頑張っている姿こそかっこいい」のです。

２つ目は、全校のみんなが楽しく、そして安心して毎日を過ごしていけるように取り組むことです。

そのために、去年から何度も話している「上小っ子の徹底行動の徹底」が大事です。1つ目は、「しっか

り聞いて反応」することです。２つ目は「張りのあるあいさつ・返事」です。３つめは「やさしい言動」

をすることです。学校はみんなのものです。徹底行動を徹底して、みんなの学校をみんなの力で「いい

学校」にしていきましょう。

３つ目です。これは６年生にです。６年生には全校のリーダーとしての活躍を期待しています。全校

がよくなるためには、まずは６年生がその手本をしっかり見せることです。６年生が一生懸命やってい

れば、１年生から５年生も同じように一生懸命頑張ります。６年生の一生懸命さこそが、よりよい上川

沿小学校を創っていくために、絶対に必要なことです。皆さんには、６年生としての責任があります。

みんなで力を合わせ、知恵を出し合いながら、上川沿小学校のために一生懸命になってください。

そして、１年生から５年生までは、６年生を一生懸命支えてあげてください。皆さんの協力がないと

さすがの６年生も力を発揮できません。６年生を支える存在になってほしいと思います。よろしくお願

いします。

全校児童１３４人と先生方２１人，合わせて１５５人です。一生懸命取り

組む姿をたくさん見てもらえる１年にしていきましょう。

今日のお話の中で、何という言葉が心に残りましたか？「一生懸命」とい

う言葉を何度も使いました。みなさんの心の中に残って、頑張ってくれると

嬉しいです。



〈 代表あいさつ：今年のめあて 〉
今日から３年生になりました。とてもうれしい気持ちでいっぱいです。

わたしが今年がんばりたいことは、３つあります。

１つ目は、勉強です。社会や外国語などの新しい教科や大好きな音楽や

体育の勉強が楽しみです。また、６時間の日も増えるので、今まで以上に

毎時間の勉強や宿題を頑張りたいです。

２つ目は、南棟のリーダーです。１年生や２年生のお手本になるように

過ごしたいです。集会の時は、１・２年生をまとめたり、困っていたら助けてあげたりしたいです。

３つ目は、笑顔の時間を増やすことです。上川沿小学校のお友達と過ごしている楽しい時間を、たくさ

んの笑顔でいっぱいにしたいです。この１年、たくさんのことを頑張って、ハートさん、カッシーさん、

ニュートンさんのように、やさしく、かしこく、たくましい上小っ子になりたいです。

(３年 山内 ももは)

ぼくが、６年生でがんばりたいことを３つ紹介します。

１つ目は、責任をもって行動することです。最高学年として、たてわり班の班長や委員会の委員長など、

たくさんの役割があります。その中でも、特にがんばりたいことは、たてわり班の班長です。みんなが仲

良く活動で知るように、掃除の仕方を教えたり、指示を出したりすることをがんばりたいです。

２つ目は、スポ少活動です。ぼくは、陸上部のキャプテンになりました。練習や大会の時は、誰よりも

大きな声を出して盛り上げたいです。

３つ目は、学習です。６年生になると勉強が難しくなると思います。ぼくは、算数が苦手なので、特に

力入れてがんばりたいです。

６年生では、この３つのことを達成できるように、常に心がけていきます。最高学年として、上小を引

っ張っていけるようにがんばります。

◆元気いっぱい！ ピカピカの１年生１７名入学!! ～ 仲良くしてね！～

４月７日(木)は、待ちに待った入
学式。とってもかわいい１年生。話
をしっかり聞いて、返事をしたり、
あいさつしたり、とても立派でした。
８日からは学校の約束を確かめたり、
お友達と仲よく活動したりしながら、
少しずつ学校生活に慣れるようにし
てきました。既に、勉強や給食も始まっており本格的な学校生活をスタートさせています。
この後も、勉強や掃除、休み時間の遊びなど、明るく過ごす１年生の姿がたくさん見られる
ことを楽しみにしています。あいさつや返事もしっかり頑張り、元気いっぱいに学習に生活
に取り組んでほしいと思います。
また、入学式後、１年生の保護者の皆様には、藤原ＰＴＡ会長の進行で役員選考にご協力

をいただきました。快く今年度の役員をお引き受けくださいましてありがとうございました。

◎今年度も感染防止対策にご協力を！
～子どもたちが楽しく学校生活を送れるように～

●沖縄では、第７波に突入しているとも言われているように、全国的に新型コロナへの
感染の高止まり傾向が続いています。今年度も、感染防止対策をとりながら教育活動
を進めていきたいと思いますので、ご協力をお願いします。新学期が始まって、他校
における感染発生の連絡も入ってきています。また、この後ゴールデンウィークもあ
りますので、十分な感染防止対策をご家庭でも引き続きお願いします。

①マスク着用・朝の検温 → これまでと同様に、ご協力をお願いします

②感染及び濃厚接触等の連絡 → 心配されるケースが発生した場合は連絡をお願いします



◆ＰＴＡ授業参観・総会 ～ たくさんのご参加 ありがとうございました ～

４月１６日(土)に、ＰＴＡ授業参観・総会が行われました。新学年に

なって最初のＰＴＡで、子どもも先生も少し緊張気味でしたが、学習が

進むにつれ進んで発表する姿もたくさん見られるようになりました。子

どもたちの新しい学年で頑張ろうとする意気込みが、伝わったのではな

いでしょうか。

授業参観後は、ＰＴＡ総会・専門部会・学年懇談となりました。上小ＰＴＡ体制を一新し

ての令和４年度のスタートですが、これまでと同様に、子どもたちの活動を支えるためにご

協力をよろしくお願いします。

なお、ＰＴＡ総会のあいさつの中でもお話ししましたが、今年は「なし狩り遠足」の年に

なります。希望する保護者(もちろん一緒に歩きます！)も参加できる形で計画したいと思っ

ております。

【令和４年度ＰＴＡ役員一覧】 ◎部長 ○副部長

職 名 氏 名

会 長 藤原 恭一(６年葵衣)

副 会 長 藤原 章人(６年志步 ４年壮志 ３年美空） 成田 智子(４年 秋) 日景 沙帆(５年幹輝)

会計監査員 中田 仁志(５年結菜) 本多 弥生(５年柚菜) 鳥潟 優子(４年笑太郞 ３年美子)

ニュートン総務部 ◎木次谷卓哉(６年太陽 ５年風磨 ４年彩羽） ○小野 潤(６年桜資)

ハート事業部 ◎川又 聖子(５年朔道) ○畠山真奈美(６年結愛 ５年莉愛)

顧問(校長) 奥村 昌樹

事務局 ◎佐藤ゆかり ○小澤 栄子

会計担当 貝森 哲也

【令和４年度 大館市立上川沿小学校 職員一覧】

職名・分掌等 氏 名 職名・分掌等 氏 名
１ 校 長 奥村 昌樹 12 ５年１組 戸田 貴之(新規採用)
２ 教 頭 佐藤 ゆかり(昇 任) 13 ６年１組 高橋 侑子
３ 主任主査 貝森 哲也 14 教育支援員 木村 美里
４ 養護教諭 宇佐美 千咲 15 教育支援員 片岡 映里子(城南小より)
５ 教務主任 小澤 栄子 16 校務主事 小倉 博隆(扇田小より)
６ １年１組 石井 瑛畝 17 校務主事 畠山 千穗子
７ ２年１組 五十嵐 絢音 18 初任研指導教員 小林 寿(毎週:水)
８ ２年３組 六部 勇二(城南小より) 19 初任研後補充 金澤 茂子(年６回）
９ ３年１組 細田 裕子(有浦小より) 20 外国語支援員 中村 伊久美(毎週：火木）
10 ４年１組 片岡 謙司 21 教 諭 杉田 悠子(育児休業中)
11 4・5年２組 嶋田 賢一(長木小より)

●今年度もよろしくお願いします！●

◆交通教室終了！ 交通安全に気をつけます!! ～ ご協力ありがとうございました ～

４月１３日(水)交通教室が行われました。低学年は、学校周
辺を歩きながら、信号の見方や安全な歩行、横断の仕方を学び
ました。高学年は、校舎周辺や校外へ出て実際に自転車に乗り、
交通ルールを守った安全運転について学びました。この日をも
って自転車通学が解禁となりましたが、昨今、登下校時に児童
が巻き込まれる交通事故のニュースを耳にする機会が増えてい
ます。飛び出し等はもちろんよくありませんが、交通ルールを
守っていても事故に遭遇してしまうケースもあります。「自分の



命を守る」ためには、気を付けすぎということはありません。油断せず、周囲に気を配りな
がら事故のない１年間を送ってほしいと思います。
また、交通教室では、池内駐在所三浦さん、大館南派出所若狭さん、見守り隊の皆様、交

通指導隊の皆様、ＰＴＡ会長、ＰＴＡ協力者の皆様に各所についていただき、安全に交通教
室を行うことができました。ご協力に感謝いたします。ありがとうございました。

●運動会(5/8)のお知らせ●
※全学年参加の午前開催となります。
○日 時：５月８日(日) ・行進開始(8:50～) ・閉会式(11:35～)
○種 目：①徒競走 ②遊競技 ③リレー ④はちくんダンス
○その他：・時間短縮のため、児童種目(持久走、応援合戦)、地域種目(宝探し)、

ＰＴＡ種目をカットしています。
・今年度も、来賓への案内はしておりません。
・入場制限は特に行いません。マスク着用等、感染防止対策の上での
来校をお願いします。

○雨天時：・小雨決行
・雨天等延期の場合 → ５月１１日(水) ※保護者メール連絡あり

【５月の行事予定】

日 曜 主 な 行 事 日 曜 主 な 行 事

２ 月 安全日 登校指導 ハートデー 16 月 クラブ

運動会予行

３ 火 大館市民陸上競技大会 18 水 ＥＭ活動(５・６年)

児童総会

６ 金 全校朝会 19 木 歯科検診(１・３・５年)

７ 土 月曜日課 ３校時授業 運動会準備 22 金 歯科検診(２・４・６年)

８ 日 運動会(午前開催) 23 月 委員会

９ 月 振替休業日 24 火 避難訓練 全校６校時授業

10 火 振替休業日 26 木 花壇耕起作業(１・２年)

11 水 球根堀上作業 28 金 激励会(陸上) ＥＭプール投入

12 木 清掃場所変更 芸術鑑賞教室 30 月 耳鼻科検診(１・５年) クラブ

あいさつ運動週間

14 土 一中運動会 31 火 田植え(５年)

※変更になる場合もあります
●ＮＥＷＳ

祝：男児誕生！ ４月３日(日) 杉田先生が、無事ご出産なされました。
3,340gの元気な男の子だそうです。おめでとうございます！


