
 

         

 

夏休みの読書感想文 

副校長 中山 正之 

夏休みが終わり、子どもたちが学校に戻ってきました。長いお休みの間、どんなふう

にすごしたか、どんなことを経験できたか、教室ではこれからたくさんの話が聞けると

思います。また、宿題の学習プリントや作品など学習の成果も提出されます。その中に

は読書感想文や読書メモも含まれているはずです。 

夏休みの宿題では、昔から読書感想文は必ず出されるものです。「夏休みにはたくさん本を読み、感

想文を書きましょう。」と、担任の先生は言います。そして多くの子どもたちは顔を曇らせます。私も

顔を曇らせる一人でした。８月の後半までそれがあることすら忘れて過ごし、母親に言われて突然思い

出し、しぶしぶ本を手に取り、学校が始まる前日までかかってなんとか終わらせる。毎年判で押したよ

うに同じことを繰り返すのです。私の場合、中学２年までそれが続きました。しかし、中学３年の時に

書いた読書感想文だけは少し様子が違いました。 

 その年の８月のある日、受験勉強から逃げる口実で本でも読もうと、私は家の本棚にあった『芥川龍

之介集』を手に取りました。その中の短編小説を読み、ついでに読書感想文を書いてしまおうと考えて

いました。そして目次から『鼻』という題名を見つけました。話が逸れますが、私は子どものころから

鼻が大きく、友達によくからかわれていました。コンプレックスとまではいきませんが、自分の鼻が好

きではありませんでした。そんなこともあり、『鼻』という素っ気ない題名に、何か惹かれるものを感

じました。この物語は、人並み外れて大きな鼻を持ち、そのことに悩むお坊さんが、ある方法を使って

自分の鼻を一度は小さくします。しかし・・という内容です。そこには人間の自意識や利己主義といっ

たテーマがあり、中学３年生ならその部分を読み取ってほしいところです。ところが私にはお坊さんの

心の変化が読み取れず、読み終えた途端自分の鼻の悩みと重ね合わせ、「せっかく小さくしたのに。す

ごくもったいない。」という思いにとらわれてしまいました。そして勢いにまかせて、感想文を一気に

書き上げました。細かな内容は覚えていませんが、それは読書感想文ではなく、お坊さんの行動や自分

の鼻についての不満を書き連ねた、おそらく大変出来の悪い作文だったはずです。「僕は『鼻』という

漢字がきらいだ。この字が自分の鼻の形に似ているからだ。」とまで書いた覚えがあります。今となっ

てはよくあんな代物を提出したものだと思いますが、その時には「書きたいことを書いた。」と満足で

した。ただ、選考のために読んだらしい図書委員の同級生に「中山君の悩みがよく分かった。」と言わ

れ、とても恥ずかしかったことを覚えています。 

 それ以降、夏休みの読書感想文を書くことはありませんでしたが、本棚の『芥川龍之介集』は、その

後何度も手に取るようになりました。著者の有名な作品の多くをこの本で読みました。また、『鼻』は

何度も読み返し、お坊さんのことを考えてみたり、自分の鼻のことを考えてみたりしました。「良い本

に出会う」ことが読書感想文を宿題にする目的の一つなら、私にとっては大いに効果があったのだと思

います。この本は今でも私の手元にあります。 

太田小のみんなは今年の夏休みに、どんな本を読んだのでしょうか。感想文ももちろん大切ですが、

良い本に出会えた読書であってほしいと思います。 
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日   曜 行 事 な ど 

１ 火 総合防災訓練 午前授業 

２ 水 給食開始 夏休み作品展（～８日） 

３ 木 通学班々長会議（中休み） 

４ 金 ５・６年身体計測 委員会活動 

５ 土  

６ 日  

７ 月 朝会（プール納め） ３・４年身体計測 

８ 火 ４年西谷浄水場見学 

９ 水 １・２年・学習ルーム身体計測 

10 木 授業参観・懇談会 

11 金 クラブ・委員会活動（反省） 

12 土  

13 日  

14 月  

15 火 集会 

16 水   

17 木  

18 金 リーダー会議（中休み） 

19 土  

20 日  

21 月 敬老の日 

22 火 国民の休日 

23 水 秋分の日 

24 木 ５年ものづくりキャラバン 

25 金 １・２年野毛山遠足 クラブ活動 

26 土  

27 日  

28 月 リーダー会議（中休み） 

29 火 集会 ロング昼休み 代表委員会 

30 水 学習ルーム宿泊体験学習（～10/1） 

今月の目標 

「規則正しい 
  生活をしよう」 
○時間を大切に使おう。 

○きまりを守ろう。 

○よく考えて行動しよう。 

＜授業参観・懇談会＞ 

９月１０日（木） 
  13:40～14:25  授業参観 
  14:40～15:20  懇談会 
 今年度２回目の授業参観・懇談会で
す。夏休み後の子どもたちの姿をじっ
くり見ていただきたいと思います。ま
た、懇談会では、学年・学級の様子、
「あゆみ」の見方等の説明をさせてい
ただいた後、昨年に引き続き、ＰＴＡ
学年委員さんの運営による懇談の場
を設けさせていただきます。有意義な
懇談会にしたいと思い 
ますので、万障お繰り 
合わせの上、ご来校く 
ださいますようお願い 
いたします。 

◎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＞ 

１(火)…午後 14：00～16：30 

１０(木)・１７(木)…午前 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 

＜夏休み作品展について＞ 

 児童会活動の一つとして、今年も夏
休み作品展を開催します。夏休みなら
ではの子どもたちの作品を、是非ご覧
ください。 

    場所…体育館 

   日時…２日(水)～８日(火) 
       8:30～16:30 

※８日は 11:25終了 

＜１０月の主な行事＞ 

○歯科巡回指導          １(木) 
○６年狂言教室       ８(木) 
○前期終業式        ９(金) 
○後期始業式        １３(火) 
○５年心のふれあいコンサート １４(水) 
○１・５・６年歯科検診  １５(木) 
○全校遠足        １６(金) 
○４年神奈川県警     ２０(火) 
○２・３・４年歯科検診  ２２(木) 
○参観週間  ２６（月）～３１(土) 
○６年市体育大会       ２８(水) 
○芸術鑑賞会（狂言公演）  ２９(木) 
○クラブ活動             ３０(金) 
○美しい音色コンサート    ３１(土) 
※振替休日 11/2(月) 



                    

 

カレー作りの時に、あまり声かけが 

できなかったので、学校生活の中で声 

かけをたくさんできるようにしていきた 

いです。          女子 

キャンドルファイヤーでは、すごく

きんちょうしていたけど、練習でやっ

たことをいかしてもり上げることが

でき、良い思い出が作れました。 

             男子 

カメラ係として、新聞作りに必よう

な写真をとったりポイントラリーで

は協力したりしました。時間を守れな

いことがあったので、５分前行動をし

ていきたいです。      女子 

練習ではこげてしまったけれど、本

番は、なべの底をこがさないようにす

ることを意しきしてカレーを作りま

した。その結果、練習よりもおいしい

カレーを作ることができました。 

             男子 

 

                     

            

   

 

 

         

 

     

 今年は、ハンドベルもみんなでチャレンジしています。 

心を合わせて素敵な演奏になるよう、取り組みました。 

  

区水泳大会 

サマーチャレンジ 音楽編 

サマーチャレンジ 水泳編 市水泳大会出場！ 

練習の成果を 

発揮してきました！ 

太田の代表として 

頑張りました！ 

 練習のときには、ローリングやキック
を細かく強く打つことを意しきしなが
ら泳ぎました。大会では、練習の成果を
発きしてベストタイムを出すことがで
きました。もっと練習していい記録を出
したいです。       4 年男子 

 水泳大会に向けて、友達と一緒に飛び
込みやクイックターンの練習をしまし
た。当日、リレーのアンカーで飛び込み
台に立つと、とても緊張しました。飛び
込むと一生けん命泳ぎました。すると、
太田小は大会で一番になることができ、
トロフィーをもらうことができました。
とてもうれしかったです。 6 年女子 

一緒に鳴らすと、
音が重なって綺麗
だね。 

キャンドルファイヤーでは、全力で

大きな声を出したり、みんなが盛り上

がるような振り付けをしたりして、大

成功させることができた。 男子 

 

 帰りのバスで少し騒いでしまった

ので、周りを見て行動ができるよう

に意識したい。また、自分のことだ

け考えないために、学年全員が思い

やりを忘れないようにするといいと

思った。         女子 

 ｷｬﾝﾄﾞﾙﾌｧｲﾔｰで、もりあげ実行委員

としてみんなを盛り上げることがで

き、楽しくできたので良かった。副

室長としてみんなをまとめたかった

が、自分の水筒をなくしてしまい、

できなかった。これからは、自分の

ものは自分でしっかりと管理した

い。          男子 

カッターは、最初あまり動けず、競争すら
困難でした。しかし練習していったらできる
ようになりました。一組と競争して負けてし
まいましたが、みんなの絆が深まったので、
よかったです。         男子 

野外炊事では、活動班でカレーを作りま
した。時間が少しかかってしまったけど、
カレーはおいしかったです。そこでは活動
班の絆を深めることができました。 

男子 

 日光東照宮に行くと、有名な三猿や鳴竜
をみました。鳴竜は顔の近くだけで鳴竜の
本当の声が聞こえました。    男子 
 
 

カッターでは、みんなと協力して早くこぐことができました。キャ
ンプファイヤーのグループしりとりなどで、班の人との絆を深めるこ
とができました。 女子 

 練習の中で、クイックターンと飛び込
みを一番練習しました。本番では、練習
の成果を発きすることができました。 

 練習してきた、クイックターンと飛び
込みも成功したのでよかったです。 

            6 年女子 

みんな真っ黒に日焼けしました！ 

全身がピーンと伸びています！ 

２０１５．８．２５ 国際プール 

２０１５．７．３０ 中村
 市水泳大会でいい記録が出せるように、たくさ
ん練習をしました。一番頑張ったことは、スタート
練習です。フライングをしないようにスタートの音
をよく聞いて飛び込むようにしました。当日は、個
人でベストを出すことができなかったけれど、リレ
ーではみんなと協力してベストを出すことができ
たのでうれしかったです。 

 これからも学校や水泳で目標を決め、その目標に
向かって頑張っていきたいです。   6 年女子 

市水泳大会  

太田小の代表児童が、閉会の言葉を立派

に務めました！ 

緊張したけれど 

全力で泳ぎました！ 
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