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こころの成長 は対話 か ら

先 日、卒業したばかりの中学 4年生と会話をし

た際に感じたこと それは 『少し見ない間に、随

分大人つぼくなつた。』というものでした。見た目は

6年生の時と変わらないのになぜだろうと 考えな

がら話を続けていて気付いたのは 「B寺  々言葉

遣いを直しながら話すJことでした。それを指摘す

ると F中学校の先生は 敬語で話すようl‐3底して

指導している」旨の返事が返つてきました。そう、

彼女を大人びて感じさせていた要因は 「敬語を使

って会話を続けようとしているJその行為だったの

です。

もちろん、是が非でも敬語で話すべきという意

味で この話を書いているわけではありません。「親

しみを込めて話す言葉」「ちょっとおどけて使う言

葉J「甘えから出る乱暴な言葉Jなど、子供たち

が使う言葉は、場面に応じて 相手に応じて様々

に変化します。職員室の入り□の扉には、入る前

に言う台詞を示した紙があります。まずは型を決め

て誰でも使えるようにしよう、という考えから掲示

されたものです。公共の場であることを意識し

菖暇長  山 内 江 美

そのような場では丁寧に話すことが相応しいという

概念を育てる意味もあります。話を戻しますが 敬

語が使える、丁寧に話せるということは 相手を

意識した話し方ができるということに他なりません。

更には、自分を客観的に見ることができているとい

うことと考えられます。

では どうしたら自分を見つめ、相手を意識し

た言舌し方ができるようになるのでしょう。一つには

人とのかかわりを多くもつようにすることが必要条

件だと考えます。学校や学級は多くの人が集まる

一つの社会といえます。その社会の中での自分の

在り方を、体験を通じて学ぶことができます。自分

の心はコントロールできても、相手の心まではコン

トロールできません。どのような心で生活し どの

ような心で人と接していくのがよいが そのことに

ついて思い 考えていくことが心の成長につながつ

ていきます。もう一つは 道徳の時間等を通じて

他者の考え方に触れ 自分の心との対話を多くも

つということです。

今 は大人も子供も時間に追われ 忙しい
~0日

を過ごしているように思います。人間の一生の時

間は決まっています。10Jをやり 何を捨てるかは

本当に重要で 「じつくり話し合っていられないJ

などという時間のゆとりのなさが、心のゆとりのな

さにつながつてしまつては残念です。私たち大人は、

子どもの声や心の声に耳を傾け、時には諭し 時

には一緒に悩みながら心の成長を促していきたい

と思います。そして 私たち大人も共に成長して

いきたいものです。

※6月 30日 をもちまして、後藤恵理子栄養士が退職いたしました。
7月 2日 より牧野歩美が栄養士として勤務 しております。
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月 全校朝会

火 体力 こころの濠」場6(13:00)ハ ビスタ

:41 水 読書34 おはなし会1 委員会0 たでわり班遊び(昼)こだま学級見学会

15 木 5時間 読書 都学力調査5 保護者会135(1500)

0 金 5埼盾体力11児生活習慣「 予防説明会(11`:)保護者会24こ |[1])弓ヶ浜保護者説明会6(1510)

土 |

‐
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: 日

91 月 全l‐朝会 安全指導 給食費振替曰 6年薬物乱用防止教室は

6年生以外の保護者の参
観も可能です。
ぜひど参家 ださぃ。

11.01 火 体カ プラネタリウム4こ ハビスタ

1、 1 水 4時間 読書12こ 避難引練

■

`
本 集会0 おはなし会2

113 金 体力 着衣泳56(雨天中止)

一４

一
土 ―撻扱類諄間胎食なしセーフティ教室 薬物乱用島上教室6親子レク211100～ 15301

,o 日

1' 1月 海の日
‐

一？
火 央曜5時間 体力

,8 水 4時間 読書56 水道キャラバン4

19 木 5時間 読書 おはなし会4

20 金 5時間 読書 終業式(3校時)大 掃除 給食終
一０
こ 土 ‐夏季体業曰始 教室新設工事始

～
10/34

■■|

g あうばれ天小子どもまつり

23 月 夏季水泳前期始 夏季講座始

火
夏季水泳指導 夏季講座 個人置

ついては、別途お知らせが配布さ‐

詳しくはそちらをこ覧ください。

言ⅥI海25 水

26 本 k730～ 800
７

・

２

一
金
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29 日

月

人 夏季水泳前期 夏季講座 (～873まで)

竃7月の行事予定揚渾髯 000着本水泳OOO
水に慣れることや泳力の向上を目

的として行うのが体育の授業として

行っている水泳学習です。それに対

し、着衣水泳では落水事故や水難事

故等、非常時の対応の学習を目00と

しています。実際に衣服を身につけ

た状態で水に浮いたり泳いだり、身

の回りにあるものを禾」用して浮いた

りする等の学習を行います。水を含

んだ衣服がどれだけ重たいものにな

るのが、その状態でどのようにすれ

ば自分の命を守ることができるかを

挙びます。

子供たち一人一人が、水の事故が

5自己の命を守るとともに、万が一

事故に遭遇したときの対9ftの仕方等

を身に付けさせたいと思います。ご

家庭でも、体調管理や持ち物の準備

でど協力頂くことになりますが、ど

うぞようしくお願い致します。

―

7月の朝遊びカレンダー

曰 月 央 水 木 金 土

X 2 3 4 5 6
9 10 11 12 13 44

17 48 19 20

サマーワークショップ20■ 8
～大人も"わかるおもしろさ"を体感しよう !～

サマーワークショップは、年に一度、教職員と保護者と地域関係者が
ざっくばらんに語り合えるチャンスの場で魂

今年は 子どもたちが日常的に学習で使用している

デジタル教科書

デジタルコンテンツ

タプレット

などを実際に使って、CT活用授業を体験します。

保護者の方々はどなたでも参カロが可含旨です。

後日、参加申込チラシをお配りしま魂

ぜひ、先生方とともに、天沼小の lCT教育を体験し、lCT活用について語り合いましょう!
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・ ●● 特色ある尋ヤ吉活動 ●●・
体力向上lC向 け7の取り組み

本校では、心身ともに健康で最後までやりぬく子供の育成を目指し、天沼フレンドバーク、芝生の校庭での

かけあしタイムや、長縄記録会に取り組んでいます。

1 天沼フレンドバーク

天沼フレンドバークとは、年間11回の活動を通

して、運動(遊ぴ)のよさや楽しさを味わい、運動に

親しぬ資質や能力を身に付けることや、活動の中

で多様な運動感覚を養い、運動能力と体力を高め

ることをねらいとして行つています。さらに、たて

わり班で行うことで、運動遊びの決まりを守りな

がら、異学年の仲間との交流を深めることも大切

にしている。これらのねらいを達成するために、天

沼フレンドバークを設定しました。

【活動回数及び時間】

〇年間 6回実施

○朝学習の時間 15の間(8時30分～8時45分 )

○金曜日の朝学習の時間(8時 30分～8時45分 )

(対 象)2,4.5年生

【各学年の取り組む0寺間】

01年… 2分 02年 …3分 03年 …4分

04年…5分 05年 …6の 06年 …7分

○こだま…実態に応じて調整

【持久走記録会】

かけあしタイムのまとめとして、2月中旬に持

久走記録会を実施しています。持久走の経験を通

し、調整力、筋力、持久力などの調和のこれた体力

を養い、寒さに対する抵抗力も同時に高めること

をねらしヽとして行つています。

【活動内容】

1,3,6年生と、2,4,5年生のたてわり班で

編成している。

どの学年の児童も楽しめるような 9種類の運動

遊びの場を□―テーシヨンで運動します。

【活動の場】

①②フラフープ ③ケンステツプ  ④ラダー

⑤⑤ゴム跳ぴ  ⑦フラフープ当て

⑧バトンスロー ⑨⑩コーンタツチ

OGボール ⑫平均台

2 かけあしタイム

かけあしタイムでは、年FoOを 通した継続的な取

り組みにより、児童一人二人の持久力の向上と体

を動かす心地よさを味わわせることをねらいとし

て行つています。今年度より、走る時間を長くした

学年もあります。

【活動時間】

○火曜日の朝学習の時間(8時 30分～8時45分 )

(対 象)1,3,6年生、こだま学級

3 長縄記録含

長縄記録会は、なわとび運動の経験を通し、調整

力、筋力、持久力などの調和のとれた体力を養い、

健全な心りの育成をはかることをrdらいとしてい

ます。全学級が 5分 FoM、 学年X100回 の目標達成

を目指し、8の字跳びに取り組みます。

長縄記録会に向けた練習では、リスムよく跳6
工夫として、「はい、はい、はい、はい。」とクラス全

員で声を合わせしたり、縄をタイミング良く跳ぶ

コツを友達と伝え合ったりする姿が多く見られる

のが特徴です。朝の0寺間や休み時間なども練習に

取り組み、夢中になつて取り組んでいるうちに自

然と体力が高まっていくことを実感できます。
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1年生は 初めての天沼
まつりでした。1組は「わっ
しょい わっしょいプラック
鬼ホールJ2組は「みんな
ともだち,も りあがろうよま
とりんくJ3組は「たのしく
できる うんまかせゲーム

～めざせ|プロ ～Jとい
うお店でした。みんなでアイデアを出し合い 様々な工夫
i取り入れ自分たちのお店を作りました。多くの上級生や

護者の方々 そして同学年の友違がたくさん遊びに来
くれたのでどのクラスも大盛tl上 がりでした。終わった
の振ll返 りでは「来年も/Jんばりたい。J「たくさんの
が遊びに来てくれて嬉しかった。」「もつと時間が欲しか
た。Jなど前向きな意見がたくさん間かれました。今回

を生かして これからもみんなで協力して成し遂げ
を味わつていきたしヽと思います。

言][li輩猷鮪i∬聾雲鋒1

になるかを考え 協力して
準備をすることができまし
た。_L日 はたくさんのお客
様に楽しんでもらうこと
ができ とでも充実した天
沼まつりになりました。

|… 諜議雀重尋彗2季 ‐
『宇宮1という共通のテ

|

―マをもつて取り組みま
'した:クラスごとに宇宙 |

下
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5月 30日 (水)から6月 1日 (金 )までの3日間 富士学国に
行ってきました。連合移動数室では 他

“

校の子,たちと
レクリエーションをしたリアスレチックで遊んだりして仲良
くなtl楽しt)思 い出をたくさん作ることができました。
ハイ■ングは 前日の雨で予定していたコースとは違う

コースを歩くことになりましたが この季節ならではの珍し
い花 ギンリ∃ウンウを見たリリスITの上を走つているの
を見たりすることができ 豊かな自然を大いに楽しみました,

宿泊体験を通して 自分
のことを〒目張つてイ子うこと
ができた子供たち。ここで
得た力を今後の学習活動
でも発揮できるようにして
しヽきます。

ラスで何をやるか誌し合tヽました。それぞ
1組 は「スピードダーッJ2組は1ド■ド+ミラ

オリンピックJ3組は「出た出たけヽッピーラッ
こきJでした。どのクラスも身近にあるもの
で作ったり協力し合ってll料を集めたリ

は 意見が合わないとき
も 話し合つたり護り合つ
たllしながら友違とかか
わりあつている様子に成
長を感しました。

を使つて工

4年生は 1組 は「伝
説 4年 1組宝島J。 みん
なで協力でき 自分の仕
事以外trJことにも進ん
で働こうとする姿が見
られました。2組 は「ス

天沼まつ l
進みながらアドうクシ∃ン|

■
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こだま学級では「ス
ーパーたのしいさかな
つりやさんJをしました。
サメがいたリカニがい
たリ タコがいたリ イ
カがいたリカラフルな
虹色の魚がいたり .
図工の時間に こんな
魚がいたらいいなとい

う魚を作りました。ワクヮクド■ドキがt)つはいのさかな
つりやさんが完成しました1店長さんを中心に仕事内
容を話し合い投害J分担。自分の決・・られた仕事を精―
杯頑張りました。当日は お客さんがたくさん来てくだ
さり大忙してしたが 楽しくて大満足だったようです。


