
は、台風が到来じ風薫る季節から初夏を思わ

せる日が続きました。

0度 が始まり新しい学年 クラスに慣れ、各学年

とも好天に恵まれ、遠足は実施されました。多くの小

学校では公共の交通機関を使い、発達段階に適し

た候補地を検討します。日帰りの遠足ですので、どう

しても往路は通勤通学時間帯に重なってしまうのが

現状です。

eの 引率者として、交通機関を利用する時がも

っとも気を遣います。勿論、児童の安全確保、管理が

第一ですが、それ以上に気を遣うのが乗客者への配

慮です。一lalを挙げます。世界遺産にも登録された

高尾山は、格好の遠足候補地です。都市部から向か

う高尾由は下り電車ですが、前述の通り往路は通学

生も多く満員に近い車両に乗り込み志す。担任 管

理職は、乗降客が多い駅ではドア近くの子ども達の

安全、迷惑にならない行動に日配りします。つり革に

手が届かない子ども達は、途中で電車が揺れると大

きく体をもっていかれ、思わずかん高い声をあげてし

まいます。仕方ないとは言え、引率する我々にとって

は、周囲の方々はどう思われたか、車内での大声の

指導は避けたいので、ただただ子ども達に「静かに

」と願うばかりです。

ゆ
を踏破し下山、帰路は始発電車となりますの

で全員が座れます。途中から徐々に混み始め、元気

な小学生が座っていることに後ろめたさを感じ始め

ます。事前に子ども達には、優先席の意義、交通機

関でのマナーを指導していますが、一日歩いて疲れ

きつている体は正直なもので、寝入つている子どもも

い誅す。優先席に座っている子は、タイミングよく席

を譲りきすが、譲つた相手が大学生で、その学生自身

も気まずそうな光景も微笑ましく思われる事もあり

ます。しかし、乗客者のなかには「何で、子ども達が

座つているの。今の学校は、電車では子どもは立つ

ことを教えないのですかJとさえ、尋ねられることも

あります。決して、車内での行儀が悪いわけではあり

訣せんが「遠足帰りの小学生が座っている、大人が

立っている」この光景を一般の方々はどう捉えてい

るのか、いつも懸念を感じつつ引率してい誅す。中に

は、「遠足? どこまで行つたの。疲れたでしょ。」と

心の触れ合いを楽しむかのような方もいます。また、

小学生の遠足と見ると、別車両に乗り換える方もい

ます。「遠足は自宅に帰るまでが遠足Jと言う決まり

フレーズがありますが、学校近くの駅で下車すると、

我々引率者はホッとするのも事実です。

い は社会の縮図であり、社会のマナーを体感さ

せるのも学校の使命だと思っています。次世代を担

う子ども達ですが、取り巻く環境が従来と大きく変

化し、取り巻く大人の価値観も多様化しています。

明確に言えることは、子ども達には責任はないとい

うこと、引率する我々の教育方針が揺らいでいるの

かも知れません。校外学習は、子ども達の健やかな

成長を、教員だけでなく一般社会の方も含めて育て

る場だと思います。保護者の皆様は、遠足の小学生

の車両に遭遇した際、どう思われるのでしょうか。車

両を乗り換え志すか、それとも、子ども達との触れ合

いを楽しまれるでしょうか。

※56年生は、移動教室が実施されるので遠足はありません。

清潔に過ごしましょう 歯を大切にし志しょう 清潔に気をつけて
食事をしましょう



6月 の行事予定

「朝遊び」毎朝やつてます!

今年度もたくさんの子ども達が朝遊

びにやってきています。4月 は学校支援

本部が、5月からは天沼地区町会の皆さ

んが見守リサポートをしてくださってい

ます。

サポーターさんに元気にあいさつを

し、ランドセルをきちんと立てて並べ、ル

ールを守つて遊応こと。

約束を守つて思いつきり遊びましょう。

※7:40～ 8:10まで、2～6年生が対象。

※雨天、前夜の大雨等で校庭が使用で

きないときは中止。

.日
躍 11■111■ |‐||||‐ 行1事1早 申| |11●:■■ II■

月 全校朝会 委員会③ 安全指導
12 央 かけあし低 内科検診 脊柱側彎症検診5 SC ハピスタ
´
一
ヽ 水 読書 フォローアップ 移動教室始5

41 木 自転車利用者講習会4 SC
‐51 金 かけあじ高 移動教室終5

6 土

7 日
‐8 月 全校朝会 5時間授業

19 央 体力調査 避難訓練 (不審者対応)ハ ビスタ

10 水 特時B4
木 音楽集会 体力調査 (欠席者対応)教 育実習終 SC

12 金 開校記念日(8周年)

13 土

14 日
・1ス 月 健康朝会 救急法講習会6
16 央 かけあじ低 音楽鑑賞教室6 ハピスタ SC
117 水 読書 たてわり班ポット苗 (昼 )

18 木 天沼FP③ 水泳指導始 SC
19 金 特時A56
20 土

21 日

22 月 全校朝会 クラブ活動⑤ □腔保健指導3こ

23 央 かけあじ低
24 水 読書 4時 P00授業 理科教室6
2〔 木 天沼FP④
２

２
金 PR集会 (朝 )

土 土曜授業(4時間授業)天 沼まつり 給食あり

28 日

29 月 健康朝会 5B寺間授業

30 央 かけあし低 4B寺間授業 SC

※7月 11日の土曜授業は給食はあ|り ません。

今から72年前、小学校へ入学した私は、東京
の戦時下と大空襲で1～ 2年生を厳しい時期とし

て過ごし、3年生は疎開先の山梨県の農村地帯
で、戦争を忘れて自然と開放感を満喫しながら育

った。そして終戦となり、東京で小学校が再開さ

れ、4～6年生は戦争の混乱期をもまれながら送

った。

小学校は、午後3時以降は授業がなく、自由時

間として校庭は開放されており、天候の許す限り

閉校時刻の午後5時まで遊び続けることができた。

ボールもバットもなく、不便ではあったが、工夫と若

さで存分に毎日を明るく楽しむことができたのは、

貴重な経験であった。大人たちに諭され、先生た

ちに叱られ、今があると思っている。

その後、時代は発展と成長の連続で、気が付

けば戦後70年 の節目を迎え、社会の動きも変化

が激しくなってきて複雑である。その中で一つ気

になっていることがある。テレビで見たことである

が、子どもたちが校庭や戸外で遊び、騒ぐと、静

かな生活を楽しめないので止めさせるようにと、

時には訴え話まであるという。

子どもたちの声は甲高いし、騒々しいと感じる

人もいることだろう。しかし、それは大目に見て欲

しい。昔からの言葉で、「子どもをむやみに怒るな、

これもみんな通った道だから」とお願いしたいと

思っている。



・ ●●読書活重1●●・
図書室の絵本の部屋の入り□に「本がたくさんある図書室はたからの山」という色紙が飾られています。こ

れは「ぐりとくら」の著者で、若杉小のご出身でもある中川李枝子さんのことばです。
本というたからものと子ども達をつなぐため、本校ではさまざまな取り組みを重ねています。その中から、図

書の授業での取り組みをご紹介します。読みきかせやブックトーク(本の紹介)に使用するおすすめの本も掲載
しました。あわせてご覧ください。

*学年ごとの取ιI組辞*
図書室の使しヽ方にも慣

れてきます。好きな本が
ねたどこにあるかがわかる

ようになり興味の範囲

います。      (のら書店)

1、 2学期は絵本の読みきか

せ、3学期には続きものの長
しヽ本を読みきかせています。

が広がり、少

し長い読み

物を借りてい

く児童も増

えてきます。

「ことばあそ

び」では、俳句や短歌も声に出して

楽しみます。昆虫図鑑の使い方を教
え、教科書に出てくる「レオレオニ」
の作品も紹介します。

(評論社 )

(福音館書店 )

3年生からは図書の授業

で読む本を、物語だけに

ねた 限定する日を設けます。

高学年にむけて読む力を

|

|

|

|

|

|

|

:

4年生からは図書の授業
で読む本を「AKAJ「 9類

ねた (文学)」「伝記」にしぼつ

ています。好きなジヤンル
つけてほしい

時期です。また

近隣の保育園、

幼稚園児を図

書室に招待し

て、1対 1で絵

本の読みきかせをしてもらいます。

百科事典の使しヽ方を教え、教科書に

出てくる「斉藤隆介」の作品も紹介
します。

が|よつきりして

きて「今日は冒

険の本を読み

たい」などの

声がPIBかれま

す。授業で紹

介した本はよく貸し出されます。

教科書に出てくる「あまんきみこJ

「新美南吉」の作品も紹介します。

図書のオリエンテーション図書のオリエンテーショ

ンで「奥付Jという本の出

ねた版情報を知る方法を学び

ます。友達同士で本を紹

で「著作権」
ねたます。

について学び  ■,.,_千

介し合う姿が

みられ、友人

から薦められ

た本はすぐに

借りてしヽきま

す。図書の授

業では古くから読み継がれている

本を、途中まで読みきかせます。教

科書に出てくる鯨 鳩十Jの作品も

紹介します。

おすすめの本の冒頭部分

を聞いてもらい

ます。魅力的な

登場人物が出

てくる本には人

気が集中します。

もうすで中学

生。読書を通じて自分を客観的に見

る力も養つてもらいたいと思います。

教科書に出てくる「宮沢賢治」の作

品も紹介します。

クマの力 さん

(偕成社 ) (徳間
=店

)

(学習研究社 )

(岩波書店 )

(童心社 )

今年「鹿の王Jで本屋大賞を受賞された上橋菜穂子さんは

著名な児童文学者でもあります。児童文学の中には大人にと
つても読み応えのあるすばらしい本がたくさんあります。ご家

庭でも、お子さんと一緒に読書の時間を楽しんでみてはしヽか

がでしょうか?これからも子どもと本をつなぐ取り組みを続け、

読書の楽しみを子どもたちに伝えていきたいと思つています。



ことなく、ちょうどよい天気でしたので、気持ちよ
|  く過ごすことができました。

モルモットのふれあいコーナーでは、みんな係
の方のお話をしつかりPH5き、モルモットが驚かな
いようにやさしく抱つこしていました。「かわい
い。」「あつたかい。J「くすぐつたい。」などと、話
しながらなでている姿が見られました。

素早く集合して背の順に並ぶ、手をつないで

歩道の端を歩く、電車の中では静かにする、友
達と仲よくするなど、気を付けることはたくさん
ありましたが、とでも立派にできました。入学じ
て1ケ月と少しの間に、どんどん成長しているこ

とを感じます。ご家庭でのご準備等ありがとう
ございました。

ゴールデンウィーク明けの5月 7日木曜日。

3年生は、国営昭不□記念公園に行きました。今

回の遠足では、「グループで協力するJことを

キーワードにくたんけんラリー≫に取り組み

志した。虹のハンモック、地底の泉、太陽のピ

ラミッド、そしてドラ」ンの砂山の4か所をいか

に効率よく回るかの作戦をみんなで立てて、

協力して取り組んでいました。

午前中から力いつぱい遊んだ子ども達は、

すっかりおなかが空いてしまい、お弁当をとて

も美味しく食べました。エネルギーを蓄えた子

ども達は、たくさんの遊具を満喫するだけで

なく、友達と一緒に様々な活動ができたこと

をとても楽しんでい訣した。一日を通して、集

合時亥Jをしっかり守つて行動でき、3年生とし

ての成長を感じる遠足でした。

晴天に恵まれた多摩動物公園への遠足。
クラス行動でスタートし、後半はグループで
選んだコースを見学しました。
ライオンが牛の太い骨をかみ砕く姿やオ

ランウータンが空中を綱渡りで移動する姿
など、間近で本物の迫力を味わうことがで
きました。水浴びをするサイに「一緒に水遊
びしようよ―。」と呼びかける児童のほほえ
ましい姿もありました。朝から待ち遠しかっ

たお弁当をほおばる顔は、みんな幸せそう
でした。
暑さと混雑の中、起伏のある広い園内を

歩ききり、けがや事故なく、みんなで元気に
帰つてくることができました。
グループで助け合って行動したことやク

ラスで楽しく見学したことを今後の学校生
活に活かしてほしいと思います。

多
=凛庁

動
物
公
園

昭
和
記
念
公
園

絶好の遠足日和の中、高尾山への遠足が行

われました。やる気満々の子ども達でしたが、

登山道に入ると「足いた一い」「早く休憩しよ

うよ―」との声が。途中の沢では、前日誅での

雨で流れる水が増えていたため滑りやすくな

つていました。時間をかけて慎重に登ることに。

そして脱落者もなく頂上へ。眼下に広がる八
王子のB」を見て、子どもたちも大きな達成感

を味わいました。待ちに待つた昼食では自分

の持つてきたお弁当の自慢大会。うれしそう

におにぎりやからあげをほおばつていました。

帰り道は下り坂が続き、足が疲れてプルプル

震えている子もい訣した。それでも子ども達

は最後まで歩き切り、無事下山することができ

ました。保護者の皆様には、早くからお弁当を

用意していただき感謝します。


