
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １－２ 後期のクラスの学び 
前期に学校探検をした子どもたちは、自分たちで探検をするこ

とが楽しかったようで、子どもたちから「学校の外も探検してみ
たい！」という声があがりました。そこで、学校の登下校に使っ
ている通学路を探検することになりました。通学路では、標識、
道路に書いてある白線、道端にある草木を見つけたり、地域の人
たちと話をしたりしながら、通学路にあるものの意味を考えたり、
人の温かさを感じたりしました。また、学援隊の仕事にも興味を
もち、「話をぜひ聞きたい。」ということで、学援隊の人をクラス
に招待し、仕事内容や学援隊の人たちの思いを聞きました。子ど
もたちは、学援隊の人たちの「子どもたちのことを守りたい。」と
いう思いを知り、「学校の外にも自分たちのことを気にかけてくれ
ている人がいる。」ということを感じることができました。 

 かぞくにこにこいっぱい 大さくせん！ 

１年２組つうがくろたんけんたい 

 １－１ 後期のクラスの学び 
夏休みが終わった後「夏休みに家のお手伝いをしたよ。」「お

さらを洗ったよ。」等、いろいろな手伝いをした話題が出まし
た。また、手伝いが楽しい、いつも手伝いをしているよ、と
いう子どももいることがわかりました。道徳の学習をきっか
けに、手伝いをすることで、自分の家の人をにこにこ（笑顔）
にしたいな、という気持ちが高まり「家族をにこにこにしよ
う」と学習がスタートしました。活動を進めていく中で、手
伝いをすることで、家族が笑顔になると自分も嬉しいことや、
家族のみんなも笑顔になり、笑顔が広がっていくことに気付
きました。また、学習の中で手伝いだけでなく、自分が頑張
ることを家族に見せることや兄弟のお世話をすることも家族
が笑顔になるということに気付くことができました。これか
らも家族が笑顔になることを続けていく予定です。 

 

どんどん どんどん どんぐりやま 
１－３ 後期のクラスの学び 
通学路探検をしていると、子どもたちから「幼 

稚園の奥にはどんぐり山という遊ぶ場所があるん 
だよ。」「１年３組のみんなで行って遊んでみたら 
きっと楽しいよ。」という声があがり、どんぐり山 
での遊びがスタートしました。何度も繰り返しど 
んぐり山で遊ぶことを通して、子どもたちはどん 
ぐり山にある自然の面白さを感じることができま 
した。また、自分たちで遊び方や遊び場を工夫し 
て楽しめることや自分と友達の考えのよさに気付 
くことができました。困ったことを友達に相談し 
たり、遊びの中で友達とかかわりを深めたりしな 
がら遊びをパワーアップすることができました。 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２－２ 後期のクラスの学び 
自分のウズラとなかよくなった子どもたちは、い

よいよ結婚させて雛を誕生させたいと願うように
なりました。一緒に住まわせようと、新しい家を作
ってみたものの、ウズラは走り回ったり、飛んで出
て行ったりします。「窓の外をずっと見ているよ。」
「きっと自由になりたいんだよ。」子どもたちの中
にもっと広い場所に住まわせてあげたいという願
いが生まれました。「先生くらいの高さの小屋なら、
私たちも入ってお世話ができるね。」「それくらいの
大きさにするなら、木で作らないとだめだよ。」「わ
たしたちの力だけでは足りないなあ。」考えが広が
っていきます。材料を集めて小屋作り、立派な小屋
はできるでしょうか、休み明けが楽しみです。 
 

ぐみょうじしょう店がいと「にこいち」大さくせん！ 

めざせ！ウズラマスター 

 ２－１ 後期のクラスの学び 
自分たちが「にこいち」になりたい店との関わりが

深くなってきた子どもたちは、店にある商品のことだ
けではなく、店の人や仕事内容に目がいくようになり
ました。まちたんけんに行けば、「いらっしゃいませ」
と大きな声が響きわたるのが当たり前になっていた
り、店の商品のランキングを自分たちでつけさせてら
ったり、お客さんに渡す品物を作らせてもらったりと、
自分たちが目指す「にこいち」に近づいてきたと実感
する子どもが増えてきました。「しつもんにこいち」「お
しゃべりにこいち」と様々な「にこいち」を集めて、
もっともっと弘明寺商店街と「にこいち」な関係にな
りたいと願いを高めてきています。まちたんけんも、
あと数回。「にこいち」になった先には、どんなことが
あるのでしょうか。子どもも私も楽しみです。 
 

大すき！わたしの公園！ 
２－３ 後期のクラスの学び 
前期、子どもたちはいろいろな公園に行き、それ

ぞれの公園での楽しみ方を見つけてきました。繰り
返し公園に行く中で、自分たちだけでなく、公園に
来ている小さい子たちとも一緒に楽しく遊びたい
という思いをもつようになりました。これまでの経
験をいかしつつそれぞれが試したい活動ができそ
うだということで公園を一つに絞り、「どうしたら
小さい子にも楽しんでもらえるかな」と試行錯誤を
繰り返すうちに「僕のゲームで何回も遊んでくれた
よ」「名前を教えてもらったよ」と仲を深めていき
ました。５月には、「危ないって怒られた」と話し
ていた子どもたちですが、今では意識しなくてもマ
ナーを守って遊べるようになった自分たちに手応
えを感じているようです。 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２ 後期のクラスの学び 
 これまでは、紙芝居を演じる練習をしてきたのです
が、今度は、自分たちでオリジナルの紙芝居を作ること
になりました。紙芝居の専門家のＫさんに作る時のポイ
ントを教わって、まずは、まちにお話の材料探しにいき
ました。その材料をもとに、お話のイメージを広げて、
絵コンテにします。この絵コンテづくりが大変でした。
よりお客さんの心を動かす紙芝居になるように、６年生
に観てもらったり、Ｋさんからアドバイスをもらったり
して何度も何度も見直しました。その絵コンテをもとに
清書してようやく完成です。それぞれの個性がふんだん
に盛り込まれた素敵な紙芝居が完成しました。今後は、
その紙芝居をいろいろな場所で発表する予定です。 
 

かるたで大岡のまちを笑顔でいっぱいにしよう！ 

 

ニコニコ大すき紙芝居大作戦 

３－１ 後期のクラスの学び 
「大岡まちかるた」づくりスタート！かるたの題材になりそ

うなものを探しに商店街や大岡川沿いをくまなく歩きまわり
ました。その中で、今まで知らなかったまちのことやまちには
「すご～い！」と思うひと・もの・ことがあることに気付き、
それらを「まちのよさ」と捉えた子どもたちは、それをかるた
に盛り込んで伝えたい気持ちが強くなりました。何度も商店街
を取材したり、地域のことを調べたりしたあと、札づくり。最
初の平仮名一文字の制約に苦心しながらも、まちのよさを込め
たリズムのよい読み札の文章とそれ合った絵札が完成しまし
た。他のクラスの友だちに試してもらったところ・・・素早く
絵札を取ることで読み札を聞いてくれない、よさが伝わらない
という問題が発生！！解決策を試行錯誤しているところです。 

笑顔いっぱいおもてなし！めざせ！わだいこマスター３－３ 

３－３ 後期のクラスの学び 
専門家の方に教えていただいたり、自分たちでも教え合っ

たりしながら、やっと１曲が完成しました。めあてである「自
分たちの演奏でお客さんに笑顔になってもらう」ことを、か
っこよさやすごさを感じてもらったり、和太鼓に興味をもっ
てもらったりすることと考えた子どもたちは、それを実現す
るために演奏上何に気を付けるべきかを考え、校内で演奏会
をしました。しかし、演奏会を行うごとに課題が見つかりま
す。それでも、曲をよりよくしようと全員で改善策を考え、
その都度試し、また考え・・・と試行錯誤が続きます。そし
て、自分たちなりに納得した演奏を保護者の方々や地域の
方々に発表し、大きな拍手とともに様々な温かい声をいただ
きました。さらに願いが膨らみ、現在は、どんな技やパート
を作ろうか、話し合いながら練習に励んでいるところです。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４－２ 後期のクラスの学び 
日清オイリオ工場へ見学に行くと、「工場の人たちは油を

使う人の笑顔のために一つ一つ丁寧に油を作っている」とい
う理念を学びました。見学から、4 年 2 組もまちの人がハッ
ピーになるような油を搾っていきたいという気持ちがより
強くなりました。 
また、たくさんの油を搾るには、搾油機（さくゆき）を使

わなければいけない！という考えに至った4年2組の子ども
達。材料をまちの材木屋さんにもらいに行ったり、作り方を
学校の技術員さんに聞いたりして、手作りの搾油機を作りま
した。さっそく使ってみると、今まで以上にたくさんの菜種
油を搾ることに成功！菜種油が成功したことで、今はゴマや
クルミから油を搾ることに夢中になっています。 
 

まちのよさ発見・発信新聞社 

やっ種！ハッピーオイル 

 ４－１ 後期のクラスの学び 
まちのよさを探しながら、新聞を作っています。 

「まちのよさ＝①やさしさ ②明るさ、にぎやかさ ③い
い情報（行ってみたい・知らなかった）」が伝わる新聞作
りを目指して活動しました。 
 紙質のよい新聞を作るために広告主を探して、いい紙で
新聞を発行しています。取材をしても、情報が足りずに何
度も取材に行きます。また、写真を入れることでより伝え
たい情報が伝わるように工夫しています。もっと、よりよ
い新聞を作るために町内会長の方に自分たちの新聞を送
り、アンケートを書いてもらい、その結果をもとに新しい
新聞作りを進めていきます。 

紙 かみってる 紙研究隊 
４－３ 後期のクラスの学び 
商店街にある不要なものを使って紙作りに励みました。八

百屋さんのキャベツの葉や花屋さんの茎、大岡川に生えてい
る植物などを紙に変身させる活動をしました。牛乳パックだ
けでなく、色々な材料でつくった紙には色々な特徴があって、
ますます紙に対する興味やすごさがわいてきました。 
自分たちが今まで作った紙を使って何か商店街の方々と関

われないかと考えました。事務所の方に許可していただき、
さくら橋の掲示板に紙で作った作品を飾らせてもらえること
になりました。どんなデザインの作品を飾ったらいいのかを
みんなで話し合って決定しました。今後は、決定したデザイ
ンを基に、必要な紙を作り、作品に仕上げていきます。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５－２ 後期のクラスの学び 
「まちの人を笑顔に」を目標に、ショーをつくって
きました。５年生の友達、商店街、地域のお年寄りや
園児にショーを見せて感想を聞いたり、反応を見たり
して、改善してきました。もっと笑顔になってもらう
ために、「ショーが終わった後に、気になるグループに
行ってもらって、体験をしてもらったり、技を見ても
らったりしたらどうかな」「お年寄りや園児など、相手
によって、セリフを変えたらどうかな」など、新たな
工夫をしています。「まちの人が喜んでくれてうれしか
った」「『おぉ～』と歓声が上がった」など、自分たち
の願いに近づいてきました。今後、もっとたくさんの
人を笑顔にできるように改善していきます。 
 

目指せ！STOMP でつながる笑顔

５-２大道芸でまちを笑顔に！ 

 ５－１ 後期のクラスの学び 
夏の校内コンサートを終えて、「もっと聞いている
人の心を惹きつけるストンプにしたい」と、迫力のあ
る演奏、同じリズムに乗れるような演出を目指してき
ました。ストンプの、唯一の日本人メンバーであった
Ｍさんに来校していただき、さまざまな演出を教わる
中で、「ストンプのおもしろさは、リズムが共通言語
になること。自分たちどうし、自分たちと観客がリズ
ムでつながること」こそ、目指すべきだという考えに
変わりました。地域の園児やお年寄りの方たちに向け
て発表する中で、さらに楽しんでもらえるようなプロ
グラムを考えています。今後さらに、お客さんとリズ
ムで笑顔になれるストンプを目指していきます。 
 

大岡のまちを写真で笑顔いっぱいにしよう 
５－３ 後期のクラスの学び 
学校や商店街で写真を撮っていきながら、だんだんと
写真を撮るコツをつかんでいきました。そんな中、つ
いに弘明寺商店街で『写真展』を開催することになり
ました。写真展自体の計画を立て、商店街の方にお願
いに行き、具体的な写真展の形をつくりました。そし
てあとは写真展に展示する写真を撮るだけです。まず
は商店街を実際に歩き、自分が商店街のどんな写真を
とりたいのかを考えていきました。だんだんと、商店
街の魅力はそこで働く人だということになり、お店で
働く人にスポットを当てて、写真を撮っていきました。
プロのカメラマンともかかわりながら、これまで商店
街で２回の写真展を開きました。 

第５学年 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 段ボールで 楽しい製作所 

目指せ６－２ 弘明寺大使 心と心の懸け橋に！ 

 ６－１ 後期のクラスの学び 
 まちからいただいた段ボールを使って「幼児が遊ん
で楽しい」と感じる遊具を作りたいと決め、活動して
きました。弘明寺商店街の中にある南区地域子育て支
援拠点「はぐはぐの樹」のスタッフの皆様のご協力で、
交流スペースを見学させていただいたり、小さい子に
とっての「遊び」「楽しい」ということを教えていた
だいたりしました。それらのことをもとに考えると
「安全」が絶対に必要であることが見えてきました。
自分たちの取組を何度も見直し、スタッフの方にも確
認や助言をいただきました。12月の「はぐはぐの樹 お
でかけ広場」に参加させていただき、たくさん遊んで
もらってまちに「楽しい」を届けることができました。 

6-3 地域をつなげよう はちぶんぶんプロジェクト 

 ６－３ 後期のクラスの学び 
 学校の屋上のミツバチが集めた蜜を採りました。
「どこから集めてきたんだろう。」「何の花の蜜かな」
そんな疑問から、学区内の蜜源調査を行いました。
そして、たくさんの花があることに気付きました。
「この環境のことを知ってほしい。」地域環境と町の
人をミツバチを通してつなげたいという思いをもっ
て、ミツバチイベントを開きました。二回のイベン
トを通して、ミツバチが蜜を集められるほどの花が
地域に存在していることや、大岡産はちみつの味を、
地域の方に知ってもらいました。今後は、もっと多
くの方に広げようと考えています。 

 ６－２ 後期のクラスの学び 
 プログラミングゼミを活用して商店街と留学生会
館の「懸け橋」になる為にアニメを作る活動をしま
した。自分たちで描いたキャラクターがプログラミ
ングにより自由に動かすことができて、滑らかな動
きになりアニメを完成させました。ところが、留学
生会館の方々や商店街の方々に客観的に見てもらう
と上手く伝えたいことが伝わらず RETRY すること
に！繰り返し行いあきらめず活動することで子ども
たちは『やればできる』という達成感を得られ、大
きな自信となりました。間もなく第２弾完成予定！
今後は商店街などで動画を披露していき、見てもら
うためのポスターも作成しようと考えています。 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わくわくマジックランド 
 個別支援級 後期のクラスの学び 
マジックも徐々に広がり、練習を工夫しながら、各クラ
スをマジックランドに招待してきました。「面白かった！」
と言われると、自分たちも笑顔になります。クラスの友達
からの励ましやアドバイスを活かしたり、悩みを相談した
りしながらマジックランドも本格的になってきました。い
えまちふれあいタイムでは、地域の方にも、見ていただき、
なんと、「大岡川ふれあいサロンでもやってもらいたいな」
という言葉までいただきました。始めた頃、「地域でもで
きるといいね」と話していた夢が実現しそうです。実際に、
ふれあいサロンが開かれている様子を見て、場所の広さ、
人数を確認して、どうしようか相談しています。「絶対成
功させようね」と、みんな張り切っています。 


