
  
 

  

国語科を研究します            野田 こずえ 

小学校３年生の頃だったでしょうか。作文を書く時間に、どうにも書くことが見つからず途方にくれたこと

があります。仕方なく、夢の話を書く事にしました。いえ、実際に夢を見たわけではなく、夢を見たことにした

のです。父が酒を飲んで酔っ払った話です。作文の中の父は、茶碗を投げ食卓をひっくり返して大暴れ、

わたしはだんだん楽しくなり、それまで書けなかった時間が嘘のようにすらすらと筆が進みました。どうにか書

き終えた時には、本当にほっとしました。ところがなんの間違いか、その作文が町内通信に掲載されてしま

ったのだから、父にしてみれば、いい迷惑です。母には随分叱られ、「本当にお父さんが酒乱だと思われ

てしまう。せめて最後に、『お父さんは全くお酒なんて飲まないのに、なぜそんな夢を見たのか不思議でし

た。』と書けばよかったのに。まあ、夢に見ちゃったものは仕方ないけどねえ。」と、情けなさそうに言われたこ

とを覚えています。今にして思えば、気の毒に母は、父の名誉を回復するためにあちらこちらでこの話をして

回ったのでしょう。わたしは今さら夢は見ていないとも言えず、大嘘つきになった気分でした。でも、嘘（想像

すること）の楽しさを知った思いがしたのも事実です。 

「今日は嘘をついてもいいですよ。嘘つき大歓迎です。」物語をつくる学習では、子どもたちにそう投げか

けました。「ええっ。」と驚きながらも、みんな大喜びです。いつも「嘘をついてはいけません。」と言われてい

るのに、先生公認で嘘がつけるのですから、わくわくするのでしょう。それぞれの想像の世界を楽しんでいま

した。先日、テレビを見ていたら、俳優さんと対談していた直木賞作家が、「作家は基本的に嘘つきです

からね。」と話しているのを聞き、ふっと、嘘の楽しさを感じながらも、自分は嘘つきだと落ち込んだあの日

のことを久しぶりに懐かしく思い出しました。 

学校では、子どもたちが授業で笑顔になれるよう、教員が授業力を向上できるよう、毎年テーマを決め

て研究しています。昨年度までは、算数科を、今年度から国語科を取り上げています。テーマは、 

「感じる」「考える」「想像する」力をもち、自ら表現する子の育成 

～確かな言語力を育む国語科学習～ 

です。国語科の学習を中心に、確かな言語力を育むことで、子どもたちに「感じる力」「考える力」「想像

する力」をつけていきたいということです。人は、言葉で考えます。つまり、言葉は考えるためのツールです。

言い方を変えれば、言葉がなければ考えられないし、知っている言葉が少なければ、考えを深めたり広げ

たりできない、とも言えます。生まれたての赤ちゃんは、快・不快の感覚しかもちませんが、人とかかわり言

葉を獲得することで、より複雑な感情をもち、また理解できるようになります。感じる力も言葉が育てるという

ことです。「自分なりの考えをもつ」「筋道だてて考える」「こうしたらどうなるだろうと想像する」「自分の思いを

表現する、伝える」どれも言語活動です。読書活動にも、ますます力を入れたいと思います。「やばい」

「むかつく」少ない言葉でなんでも表してしまうのでなく、自分の感じたこと考えたことは、どんな言葉や表現

で伝えられるのか考えられる子に育って欲しいと願います。たくさんの言葉を操り、伝えたいことを伝えたい

ように伝えることは、国語的な力だけでなく、すべての学力も豊かな心も育てる基礎になるのではないでしょ

うか。そう考えると、職員もたくさんの言葉で子どもたちとかかわり、授業以外の場面でも言葉を大切にする

学校でありたいものだと思います。どうぞ、ご家庭でも地域でも、子どもたちが美しい言葉のシャワーを浴び

ながら成長できるよう、チーム二俣川として、ともに支援してまいりましょう。 
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             YICA 

国際理解教室ではイギリス出身のグラッド・ポール先生 

外国語活動ではフィリピン出身のロウェナ・マツイ先生と 

今年も楽しく YICA を行います。 

離任式 ４/８(水)  

 二俣川小学校を去られた中屋先生はじめ、学校を支え、子どもたちの成長を見守ってくれた７名の職

員の離任式を行いました。代表児童による先生方との思い出や感謝の言葉には心がこもっていて、胸が

熱くなりました。皆さんの心にいつまでも残るようにという思いで校歌を歌いました。駆けつけてくだ

さった多くの保護者の皆様、地域の皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

学校だより、ＰＴＡ広報

誌等で児童の写真を掲載

することがあります。不

都合がある方は、担任ま

で申し出てください。 
ロウェナ・マツイ先生 

教育活動 
４月の 

ぴかぴかの 1 年生をむかえました！ 

 ４月 6 日、93 名の 1年生が入学しました。式を前に、２年生が歓迎の気持ちを込めて 

「校歌」と「はじめの一歩」を歌いました。緊張気味だった 1 年生にも笑顔が浮かび、 

和やかな入学式になりました。 

 4 月１０日(金)には、「1 年生を迎える会」で全校のお兄さんお姉さんと対面しました。３,４年生がリ

コーダーで「ミッキーマウスマーチ」を演奏する中、6 年生に手を引かれて花のアーチをくぐり、５年

生が作ったメダルを２年生にプレゼントしてもらいました。みんなで「じゃんけん列車」を楽しみまし

た。じゃんけんを勝ち進み、最後まで先頭だった 1 年生は「楽しかった。」「勝って嬉しかった。」と笑

顔満開でした。各クラス代表のあいさつも、元気な声で立派にできました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○授業参観・懇談会  ４月１０(金),１３日(月),１４日(火) 

 ２年生以上で、進級して初めての授業参観を行いました。新しいクラスでの授業参観で張り切っている

子、緊張している子と様々でしたが、どの子も一生懸命でした。子どもたちにとって楽しくわかりやすい

授業を心がけてまいりますので、ご支援・ご協力をお願いします。また、全学年で懇談会を行い、ＰＴＡ

役員選出を行っていただきました。皆さんそれぞれに事情がおありの中、役員を引き受けてくださった

方々に心から感謝申し 

上げます。職員も協力 

いたしますので、よろ 

しくお願いします。 

役員以外の方も様々な 

場面でＰＴＡ活動にご 

協力ください。 

 

緊急時にむけて～登校班指導、避難訓練、引き渡し訓練～ 

 二俣川小学校では、年間を通して集団登校を行っています。保護者の皆様が定期的に旗振りに出てくだ

さるほか、地域の堀米さん、北村さん、横澤さん、黒澤さんが、毎日グリーンベストを着て子どもたちを

見守ってくださっているおかげで、安全に登校できています。心から感謝申し上げます。４月１７日(金)

の登校班指導には、登校班責任者の保護者の方が来てくださいました。しっかり挨拶することや安全に気

を付けて登下校することを約束しました。学校では、定期的に避難訓練を行っています。15日(水)には、

その第 1 回として、給食室から出火したことを想定した訓練を行いました。初めて参加した 1 年生もヘ

ルメットをしっかりかぶり、真剣なまなざしでした。また、学校にいるときに暴風や大雪の警報が発令さ

れたり震度 5 強以上の地震が起こったりした時には、児童は子どもだけで下校せず、保護者の方などに引

き取りに来ていただくことになっています。27 日(月)には、その訓練も行いました。引き渡し時には昇降

口や階段が一方通行になるため、戸惑った方もいらっしゃったようです。もう一度よく確認しておいてく

ださい。 

災害は学校にいる時に起きるとは限り 

ません。放課後や休日に被災した時に 

はどのようにするのか話し合っておく 

ことや、いざというときに備えて家具 

の転倒防止対策をすること、食料の 

備蓄なども考えておくことが必要です。 

 

  
健康診断を行っています 

 ほけんだよりでお知らせしたスケジュールに従って、身体計測や視力、聴力検査などの健康診断を行っ

ています。必要に応じて治療 

勧告の用紙を渡しますので、 

届きましたら、早めに受診し 

てください。健診は 6 月まで 

続きます。 

 



★「わいせつ・セクハラ」「いじめ」 

校内相談窓口について 

 本校における子どもに対するわいせつ・セクハラ行

為、またはいじめに関する相談窓口担当者は、 

養護教諭 木村さやかと、児童支援専任教諭  

伊勢谷裕教です。子ども自身でも、保護者の方で

も、気になることがありましたら、ぜひご相談くださ

い。また、一般教育相談を含め、教育総合相談セン

ターも利用できます。 ６７１－３７２６～８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度のスローガンは「あさがお」 

 代表委員会で今年度のスローガンが決まり、4月 27 日(月)の 

朝会で発表されました。 

あかるく あいさつ    さかせよう 笑顔を 

   がんばろう みんなと    おもいやりをもって 

今年度も笑顔いっぱいの二俣川小学校になるよう、全校を挙げてがんばってまいります。 

★５月１２日（火）は 

ぜひ学校にお越しください！ 

○１年生授業参観 １３時１５分～１４時００分 

○ＰＴＡ総会     １４時１５分～１５時００分  

  【内容】27 年度の活動予定・予算 

      新旧役員挨拶 等 

  ※今年度より全職員が参加します。 

○学校説明会    １５時００分～１５時４５分 

【内容】２７年度の学校経営方針等 

○ボランティア説明会 １５時４５分～１６時００分 

○学校運営協議会（委員のみ） １６時００分～ 

多くの皆様のご参加をお待ちしています。 

 

個別級ブロック交流会 

4 月 2４日(金)個別級の児童が大池公

園に出かけ、善部、中沢、都岡、希望

が丘、東希望が丘の各小学校の友達と

交流しました。じゃんけん列車などの

ゲームを一緒に楽しみ、ふれあい動物

園では、ハツカネズミやモルモットな

どの小動物を大事そうに抱っこして

いました。 

なかよし活動スタート！ 

4 月 28日(火)、第 1 回のなかよし活動を行いました。な

かよし活動は二小の特色ある活動で、いわゆるたてわり活

動、1つの教室に 1～6全学年が所属します。運動会や全校

遠足は勿論、集会やレクコン等様々な活動を通して、高学年

児童は責任感をもって下級生をリードし、自分以外の人のた

めに活動する喜びや自己有用感を感じるようになります。低

学年児童も、安心して活動できるだけでなく、「あんなふう

になりたい。」という 

具体的目標をもつように 

なります。今回は自己 

紹介の後、なかよし 

ビンゴゲームを楽しん 

でいました。6年生だ 

けでなく、どの学年の 

児童も 1 年生に優しく 

接していました。 



 

日 曜

１ 金

２ 土

３ 日

４ 月

５ 火

６ 水

７ 木

８ 金

９ 土

１０ 日

１１ 月

１２ 火

１３ 水

１４ 木

１５ 金

１６ 土

１７ 日

１８ 月

１９ 火

２０ 水

２１ 木

２２ 金

２３ 土

２４ 日

２５ 月

２６ 火

２７ 水

２８ 木

２９ 金

３０ 土

３１ 日

読み聞かせ　授業参観①　視力再②　　木曜日課

ＰＴＡ総会・学校説明会　　学校運営委員会

委員会活動　　内科①④⑥個　　　体力テスト②⑤

朝会　心臓検診①　５時間授業　教育実習生（～6/12）

読み聞かせ　なかよし活動　児童不審者対応訓練

なかよし活動　ふれあいｺﾝｻｰﾄ（個）　班長会議（放課後）

歴博見学⑥　　視力再④　学校ｶｳﾝｾﾗｰ（午前）

運動会係（⑤⑥６校時）　　体力テスト①⑥　視力再③

視力再①

内科検診②③⑤　　クラブ　　学校ｶｳﾝｾﾗｰ（午後）

運動会係（⑤⑥６校時）　　尿二次検査

朝会　　小中交流のため午前授業　　　　　　　短縮

体力テスト③④　 視力再⑥

5月の行事予定

行　　　　事

開校記念講話　 個人面談　視力再⑤　　短縮

子どもの日

振替休日

憲法記念日

みどりの日　開校記念日　

開港記念講話　運動会前日準備（⑤⑥5・6校時）

二小運動会

なかよし活動　　代表委員会

市民の読書の日

朝会 運動会全体練習　運動会係（⑤⑥６校時）

読み聞かせ　運動会全体練習

 運動会全体練習

６ 月の主な予定

１日（月） 運動会代休

２日（火） 開港記念日

３日（水） 色覚④（希望者）

４日（木） 委員会活動 交通安全教室

８日（月） 朝会 避難訓練 学校ｶｳﾝｾﾗｰ(PM)

９日（火） 耳鼻科検診①④（希望者）

１０日（水） 集会 眼科検診 （全）

１１日（木） クラブ活動

１２日（金） 代表委員会

１５日（月） 朝会 県警見学④

１６日（火） 読み聞かせ 学校ｶｳﾝｾﾗｰ(AM)

１７日（水） なかよし集会 班長会議

１８日（木） クラブ活動

１９日（金） 遠足①②

２２日（月） 朝会

２３日（火） 区スピーチコンテスト 市民読書の日

２４日（水） 音楽集会④

２５日（木） 学校保健委員会

２６日（金） 授業参観（低：２校時、高：３校時）

２７日（土） 紙ひこうき大会（地域）
２９日（月） 朝会
３０日（火） 読み聞かせ 学校ｶｳﾝｾﾗｰ(AM)

５月の目標
生活 ： 友だちをたくさんつくろう

保健 ： 自分の身体について知ろう

給食 ： 上手な食べ方をしよう

☆ 下校時刻について ☆
１日（金） 個人面談のため １４：００下校

８日（金） 運動会係活動⑤⑥６校時

１～４年生５時間授業 １４：３０下校
１１日（月） 小中交流会のため

全学年４時間授業 １３：００下校

１２日（火） ＰＴＡ総会・学校説明会のため

木曜日課５時間授業 １４：１５下校

１５日（金） 運動会係活動⑤⑥６校時

１～４年生５時間授業 １４：３０下校

※３・４年応援団は６校時後に下校

１８日（金） 研究会のため

全学年５時間授業 １４：４０下校

２２日（金） 代表委員会のため

全学年５時間授業 １４：４０下校

２５日（月） 運動会係活動⑤⑥６校時

１～４年生５時間授業 １４：３０下校

※３・４年応援団は６校時後に下校
２９日（金） 運動会前日準備のため

１～４年生 ４時間授業 １３：３０下校

５・６年 ６時間授業 １５：１０下校

※３・４年応援団は６校時後に下校


