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 昔は、「なぜ」を解決する手段は百科事典でした。あの分厚い本を開けるのが面倒でもあり、持

ち運べないので、図書館でめくっていると、調べたいことではない別の写真が妙に気になってしま

い、しばらく時間が経ってから、「あれっ、ところで何調べてるんだったっけ？」ということがよ

くありました。今は、パソコンの時代。分からないことは検索すればすぐ出てきます。便利になり

ましたが、知識の寄り道ができなくなりました。子どもたちは与えられたテーマを調べることにつ

いては、とてもよく学習します。しかし、「なぜかな？」「これ何かな？」という疑問から始まる

自律的な学習意識が減退しているように感じます。小学生の間は、体験を通した学びがとても大事

ですが、仮想と現実が交錯する情報過多のバーチャル時代では「なんだこりゃ」感覚がまひしてい

るとも言えるでしょう。夏休みが近づいています。ぜひリアル体験と言いますか、「えっ、ほんと？」

→「知りたい！」→「なるほど！！！」を自分の目で確かめるような機会があるとよいですね。      

ふとしたきっかけで出会った知識の寄り道こそが、自分にとって実は一番興味・関心の高いことだ

ったというのはよくあることです。無駄が本当の学びになる、そんな余裕が欲しい時代です。 

 

 ここのところ、学校のくつ箱には変化が見られます。これまでの太田スタンダードでは、くつ箱にく

つを入れる時、かかとをそろえてきちんと入れようという教師側からの指導が中心でした。今回、保健

委員を中心に、子ども一人ひとりの意識に入っていくやり方に変え、「朝、くつを入れる時に大切な考

えは何か」「そろっているとどう感じるか」「それはなぜか」などについて学級や学校保健委員会で話

し合いました。わたしのくつ箱という自分のシートに「どのように入れます」という自己目標を書き、

子どもたち自身がいいなと思うものを選んでいるところです。職員室前に貼ってありますので来校の際

にご覧ください。話し合いからはしばらく経ちますが、ふとくつ

箱を見ると、くつがきちんとそろっています。これが、今までと

は違うのです。「そろっている」というよりは「気持ちが入って

いる」という方が正しいかもしれません。昨年の学校だよりで、

全校朝会の時の２秒の静寂は、全体の意識がＯＮの状態で起こり

うると述べました。くつの状態も意識ＯＮという感じなのです。

心が入るということはこのように全体の環境を変えていくので

すね。みなさんはどう思われますか？ 
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７月 行事予定 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日   曜 行 事 な ど 

１ 水 避難訓練 

２ 木 委員会活動 

３ 金 個人懇談 

４ 土 ６年赤城宿泊体験学習 

５ 日 ６年赤城宿泊体験学習 

６ 月 ６年赤城宿泊体験学習 個人懇談 

７ 火 朝会 ６年代休 個人懇談  

８ 水 ６年代休 個人懇談 

９ 木  

10 金 個人懇談 

11 土  

12 日  

13 月 個人懇談 ６年日枝小音楽交流 

14 火 集会(大なわ) 個人懇談 

15 水 ５年三浦宿泊体験学習 

16 木 ５年三浦宿泊体験学習 

17 金 朝会 給食終了 大掃除 

18 土  

19 日  

20 月 海の日 

21 火 夏季休業開始 サマーチャレンジ 

22 水 サマーチャレンジ 

23 木 サマーチャレンジ 

24 金 サマーチャレンジ 

25 土  

26 日  

27 月 サマーチャレンジ 

28 火 サマーチャレンジ 

29 水 サマーチャレンジ 

30 木 区水泳記録会 

31 金  

今月の目標 

「気持ちの良い 

  生活をしよう」 

○身の回りを清潔にしよう。 

○落ち着いた気持ちで生活しよう。 

○協力し、進んで行動しよう。 

◎４月 29日（土）の振替休日は、 

５月２日（火）になります 

 

 

＜学校カウンセラー訪問日＞ 

７（火） …… 13：30～17：00 

１６(木)  …… ９：00～11：30 

予約制ですので、予めご連絡ください。 

窓口…村野養護教諭･中山副校長 

℡２３１－６３９３ 

＜８・９月の主な行事＞ 

○市水泳大会 8/25(火) 

○午前授業  8/27（木）～9/1（火） 

○給食開始 9/2（水） 

○総合防災訓練 9/2（水） 

○夏休み作品展 9/2（水）～9/8（火） 

○４年西谷浄水場見学 9/8（火） 

○授業参観・学級懇談会 9/10（木） 

○１・２年野毛山動物園遠足 9/25（金） 

○学習ルーム合同宿泊学習 9/30（水）

～10/1（木） 

今月号は運動会特集！ 

 過日は、運動会にご参観・ご協力

をいただきまして誠にありがとうご

ざいました。お陰様で無事に終了す

ることができました。遅れましたが、

運動会の様子やアンケートの集計結

果を今月号に掲載させていただきま

したので、ご一読ください。 

 

個人懇談について 

今年度は、宿泊体験学習の実施・代

休等の事情により、個人懇談日程が学

年によって異なっておりますことを

ご了承ください。 

短い時間ではありますが、日頃のお

子さんの様子や夏休み中の学習の課

題などについてお話しをできればと

思っております。よろしくお願いいた

します。 

 

 

 



                              

 

 

 

 

 

全校競技  一致団結！勝利をつかめ！大玉２０１５ 

それぞれの組で

団結！６年生が

下級生に声をか

けながら大玉を

転がします。 

 

 

 

 
 

大地を燃やせ！  応援合戦 

 

 

激
突
！
応
援
パ
ワ
ー  

闘志を燃やす！正々堂々！エールを送る！ 

  

優勝旗・準優勝杯 

記念品贈呈 

 

思いをバトンに込めて！ 低・高学年リレー 

 

今年は白組が優勝！がんばった

赤組にもあたたかい拍手が。皆様、

ご声援ありがとうございました！ 



                            

 

 

 

ぼくは、三三七びょうしでまちが

えたので、ともだちが「こうだよ」

と教えてくれたのがうれしかったで

す。         （男子） 

がんばったことは、ダンスです。

うれしかったことは、うんどうかい

でかったことです。 

（男子） 

みんなおうえんをがんばってい

て、大きなこえを出していました。

らい年は、８０メートルそうをがん

ばりたいです。     （男子） 

リレーをがんばりました。友だち

のダンスのうごきがすごかったで

す。つぎは、もっとおうえんをがん

ばりたいです。     （男子） 

じょうずにダンスができてうれし

かったです。玉入れをがんばりまし

た。赤ぐみのみんなが、おうえんを

がんばっていました。   （女子） 

まけてしまったけど、さいごまで

ぜん力でやったので、こころではゆ

うしょうです。らい年は、ダンスを

がんばりたいです。   （女子） 

○たまいれでは、まけてくやしかったです。（男子） 

○３，４ねんのウェーブがきれいだった。（女子） 

○しょうがいぶつきょうそうがおもしろかったです。（男子） 

○おかたづけをがんばりました。（女子） 

○たまいれは、たかくなげるのをがんばりました。つぎは、 

ぜったいかちます。（男子） 

○そうらんぶしがじょうずでした。（女子） 

○かけっこでは、がんばってはしりぬけました。（女子） 

○だんすでは、ウェーブをがんばりました。（男子） 

○おおだまころがしがたのしくて、もう１どやりたいな。（女子） 

○たまいれでは、しろぐみがかってうれしかった。（女子） 

○おうえんがっせん、がんばりました。（女子） 

○だんすでは、ふりをまちがえないでおどれました。（女子） 

○かけっこでは、２いになりました。（女子） 

○りれえでは、１いをとれてよかったです。（男子） 

○しろぐみがゆうしょうしてうれしかった。（女子） 

○たまいれでは、いっぱいいれた。（男子） 
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3年生は低学年リレーのリーダー！ 

3年が代表で受け取りました。 

リレーのせん手にえらばれてうれしかっ
たです。本番はゆうしょうできました。みん
なのおかげです。        女子 

ダンスで今まで気をつけてきたキックやひじ
のばし、手の先を見るなどができていたので、
自分ではすごくよかったと思います。 

 男子 

ダンスでは、列をそろえておど

ることができました。ウェーブ

が大きくできて、ちゃんと前を

向いて退場できたので、よかっ

たと思いました。  男子 

ダンスのランニングマンのところ

を、見ている人が笑顔で楽しそう

と思えるように本気でがんばりま

した。          男子 

 「迅速果断」で、女子が点数を

多くとれて、席にもどったら、

５年生が「女子、すごかった

ね。」と言ってくれました。う

れしかったです。   女子 

リレーでは「ゴー！はい！」に気を

つけてバトンパスをしました。相手

を抜くために、前を見て、全力で走

ることができました。   女子 

運動会は、負けてしまったけれど、自分

の全力を出し切ることができたのでよ

かったと思いました。     男子 



 

 

                      

野毛ソーラン節で声を出すこと、動きをは
っきりさせることができた。騎馬戦では、負け
てしまったけど女子の作戦がうまくいってよ
かった。これからの課題はてきぱき行動する
ことです。                 女子 

野毛ソーラン節では伝統を受け継ぐ気持
ちで踊ることができた。保護者の方から拍手
をもらえた時は本当に嬉しかった。 
来年に向けて、６年生の動きをよく見て学び
たい。                   女子 

応援団では、種目の時にみんなで集まっ
て応援することができた。野毛ソーランでは、
角度や位置を前の人と揃えた。一つひとつ
の動きに意味があることを考えながら踊るこ
とができた。               女子 

騎馬戦で最後まで諦めずにできた。委員会
での仕事で自分がやるべきことができた。１年
生に声掛けができた。           男子 

～全力～ 

私は、大玉転がしの玉を、列の先頭に持
って行くのを頑張りました。大玉転がし
は、２回とも負けてしまいましたが、全力
を出し切れたのでよかったです。    

女子 

最後の運動会で一番頑張ったのは野毛
ソーラン節です。失敗せずにみんなででき
たので、最高の野毛ソーラン節になりまし
た。                   男子 

ぼくが一番運動会で心に残っているのが応援合
戦です。大きな声を出し、全力でやりました。赤
組は負けてしまったけど、応援合戦では勝ってい
たと思います。応援団に入って、よい経験ができ
たので嬉しかったです。          男子 

騎馬戦では、総大将になりました。みんなのや
る気がでるような声掛けを考えました。赤城で
もみんなに声掛けができるようにしたいです。 

男子 

練習では、4位でしたが、本番は 1位が
取れてよかったです。野毛ソーラン節は、
家でもおうちの人にみてもらって練習をが
んばりました。             男子 

5年生にどうしたら上手に教えられるか考
えて練習をしました。当日はみんな団結で
きて今までの成果が出たのでうれしかった
です。                  女子 

全員で息を合わせたり、教えたりしまし
た。入場位置に移動するとき、心臓が飛
び出るほどドキドキしましたが、みんなの
真剣な顔に集中しているのを感じました。 
                     女子 

野毛ソーラン節で、前の人と合わせて大き
く踊ることができた。全員と息が合うように
意識した。騎馬戦で大将を守ることができ
た。                    男子 

応援合戦のとき最初は緊張したけれど、
心を一つにできるように大きな声で自分の力
を出し尽くした。野毛ソーランでは腰を低くす
るところは、きれいにできたのでよかった。 

                     女子 

リレーでは、たくさん練習をしたバトンパスがうまく
いかなかった。だけど、少しでも距離を縮めるために
思いっきり走った。野毛ソーランでは、本番ですべて
の力を出し切れた。６年生からの伝統を受け継ぐため
に、頑張った。終わった後に、ペアの６年生に声をか
けてもらって嬉しかった。            女子 

野毛ソーランのとき、大きな掛け声を出した。本番
では最後まで気を抜かずにできた。家族や他学年の
前で最後までかっこいい姿を見せることができた。 

         女子 

私が今年の運動会で一番思い出に残っている
のは騎馬戦です。私は大将騎の騎馬なので、み
んなより少しは強くないといけません。私たちは
「ねばーる作戦」という作戦を立て、勝つことが
できました。                 女子 


	kocyo27_7
	gyoji27_7
	undokai zentai
	undokai1-2
	undokai3-4
	undokai5-6

