
 
  

   学校の始まりに 

 

 学校のくすのきが新しい葉をつけ、鮮やかな緑が校庭を明るくしています。地にしっかり根

をはり、空に向かってまっすぐ伸びるくすのきを見ますと、子どもの成長を果たす学校教育の

使命を感じます。 

 

 学校の始まりの始業式に、学校全体で取り組む３つの目標を伝えました。 

１つ目は、礼儀です。しつけ教育という本があります。今年はこれをもとにみんなで礼儀が

身に付くようにしていきます。安田の子は、礼儀正しくてしつけができていると言われる学校

にしていきます。 

２つ目は、国語力です。算数をするにも社会をするにも先生の話を聞き、自分の考えを人に

話すことでかしこくなれます。国語はすべての学習の基礎です。今年も聞く力と話す力をつけ

ます。それに加え、書く力をつけます。3 年生以上のみなさんは日記を生活ノートに書いていま

す。日記を書いたら最後に漢字を何文字書いたかを書きます。漢字をたくさん使えば、考える

力がつきます。考える力がつけば、体育でも音楽でももっとできるようになれます。 

３つ目は、チャレンジです。夢や希望をもってチャレンジし、実現する力をつけます。 

１年生から 3 年生は失敗が財産になる時期です。どんどん失敗してください。1 年生で「登り棒

の上まで登りたい」と誰しもいますがなかなかできるようにはなりません。手のひらに豆を作

り、足の甲の皮がむける人ができるようになります。いろいろなことができる子は練習するの

が当たり前と思っています。ですから練習するのは苦ではなく当たり前のこととして練習して

います。１，２，３年生はどうやればいいか悩むのではなく、こうしてみよう、駄目ならこう

しようと体で考えながらやります。4年生、5年生は、夢や希望をかなえるために今何をすれば

いいか考えてから行動します。今を考えるのです。そして、6 年生では世界観が広がる時期です。

未来を思考する学習を行います。 

  

 「しつけ教育」「国語力」「夢・希望」これら３つに加え、「くすのき」「グローバル人材育成」

の５つのプロジェクトを昨年に続いて取り組んでいきます。 

 

 くすのきプロジェクトというのは、安田の教科「くすのき」の授業のことです。くすのきの

授業では、1 年生のはじめの時期に授業準備やものの片付け指導をしっかりやります。授業中の

話を聞く姿勢も身につけます。1年生の子どもたちは難しい計算がしたい、お話を読んだり文を

書いたりしたいのですが、入門期の指導として「しつけ教育」は欠かせません。もちろん、花

を育てて観察記録を書いたり、七夕について調べ学習をしたり、理科や社会につながる体験的

活動をくすのきの授業でやり、自然に親しみ、伝統文化を大切にする学習をしますが、しつけ

指導を 1 年生から 3 年生までにしっかりと習慣づけるようにします。4 年生からはこの良い習慣

を意味づけていきます。これまで親や先生の言うことを聞いていた時期から次第に自分の判断

基準で行動する時期に変わってきます。10 歳を過ぎるとこれまでの良い習慣をやらなくなるこ

とがあります。礼はなぜこのような所作をするのか、どういう意味があるのか、自分はどう行

動すべきかを教えたり考えさせたりして、自分で考えて行動する学習をします。型にはめたし

つけは心からのものでなければなりません。相手に敬意を持った上での礼儀（型にはめたしつ

け）こそ、子どもたちが大人になって生きていく上で必要なことです。 

 グローバル人材育成プロジェクトは、自己の確立と人間理解と英語力です。はじめの２つは、

くすのきのカリキュラムに位置づけて学習しています。英語教育はカリキュラムと教材を変え

ました。3年生までは授業時数を増やしました。日常使える英語をすらすら話せるまで指導しま

す。ひとつの文を聞いて、書いて、読んで、歌って、すらすら言えるまで練習します。 

 この５つの取り組みで子どもの眼差しを前に向け、くすのきのようにまっすぐ伸ばしていき

ます。 

風 のかたち
No.31

2016 年 4 月 25 日 

新田 哲之安田小学校長 



 

  

   一輪車を買ってください 

 

新しい学年になり、新しい教室や新しい教科書など新しさの中ではりきっています。新たな仲間と知

り合い、心を通わせる授業や休み時間も新しさ故の大切な時間です。そこにはいつも以上の頑張りと緊

張があり、特に１年生はへとへとに疲れて帰宅する４月です。上級生は学びの姿がぐんと出る時期であ

り、集中力と持続力を精一杯使って授業に臨む時期です。また、自分の居場所づくりや人との関係づく

りをする時期でもあり、子どもは試行錯誤を続けながら、４月にしかできない学びをしているところで

す。 

 

 今、３年生が登校後の朝の時間や休憩時間に一輪車で遊んでいます。多くの３年生にとって学校の一

輪車は、待望の遊び道具です。安全を考えて、３年生になったら使っても良いというルールがあるので、

この時を待っています。始業式の２，３日後だったでしょうか、３年生が、「一輪車を使っていいですか？」

と朝の時間に尋ねてきました。恐る恐るという感じです。まだ、３年生は誰も遊んでいなかったので、

使ってはいけないのかなあという思いだったのでしょう。体育の先生に聞くと使って良いとのことだっ

たので、そう伝えると喜んで一輪車置き場に向かって行きました。その姿を認めたほかの３年生が一斉

に一輪車を手にし、３０台近くある一輪車が出払うほどでした。それから毎日、一輪車で遊ぶ３年生が

たくさん見られます。 

 

 「先生、一輪車を買ってください。」と４年生が言ってきました。一輪車で遊んでいるのはほとんどが

３年生です。４年生にしてみれば自分たちが遊ぼうと思っても３年生に一輪車を先にとられてしまうの

で、自分たちも遊べるようにしてほしいという考えでしょうか。訴えてきた４年生に考えを聞いてみる

と、「わたしたちは３年生がいたら一輪車で遊ばないようにしています。わたしたちが一輪車で遊んでい

ても、３年生がやってきたら、はいどうぞと一輪車を渡しています。一輪車がもっとたくさんあれば３

年生はもっと遊べると思います。」と答えました。４年生の訴えは全体のことを考えてのことで、うれし

く思いました。４年生に約束はできませんでしたが、今年中には何とか実現しなくてはと思いました。 

 

 その日から一輪車で遊ぶ子どもの様子を見るのが楽しみになりました。一輪車に挑戦中の３年生がほ

とんどで、みんな乗れるようになろうと一生懸命です。「先生、この線まで行けるようになりました。」

と自分の伸びをつかんでいる子どもがいます。「先生、ここからここまで乗れるように練習しています。」

と目標を持って行動している子どもがいます。どちらも自ら学ぶ力につながることばです。こうして体

で考えていくことが、自ら考え、判断し、行動する力になっていきます。 

「先生、○○さんはとても上手に乗れるんです。」と自分のことのように喜ぶ子どもがいます。これは

遊びを通して心が育っているということです。学校ではこうしていろいろな場面で学びが行われていま

す。授業も休み時間も大切な学びの時間です。 

手を引いてもらって練習している子がいます。こうしてみたらとアドバイスをしている子がいます。

上手な子どもが教えていると思いましたが、そうではなくて、一輪車が足りないから交代で教え合って

いると分かりました。数が足りないマイナス面もプラスに変えている子どもの能力に感心しました。子

どもの楽天性はここにもあると思いました。 

 

風 のかたち
No.32

2016年4月30日 

新田 哲之安田小学校長 



 

  

   ていねいをキーワードに 

 

国語力プロジェクトとして、ノート検定を始めました。ノート検定というのは、子どもが担

任の先生にノートを見てもらい、ていねいな字で書けていれば合格で、スタンプを押してもら

います。ていねいに書く習慣をつけるための試みで、先日 1 回目の検定を行いました。子ども

の意欲や意識の高さを見ながら、この 1年かけて 5回程度やっていきます。 

 

 ノート検定の次の日、2年生がノートを見せてくれました。合格スタンプが押されており、誇

らしげでした。合格スタンプは、ていねいに書いた証しです。合格スタンプはうれしいことで

すし、特別感があります。「ていねいな字を書いているね。」と言えば、「ありがとうございます。」

とていねいなことばを返す子どもがいます。昨年の「ていねいに話す」に続き、「ていねいに」

が子どもに徐々にですが広がって身についていることを感じます。別の子どもに、「ていねいな

字を書けば漢字が覚えられます。こんなにていねいに書けば漢字がすらすら書けるようになり

ます。」と話したところ、「ぼくは漢字を書くのが好きです。」とこの子も誇らしげでした。また、

別の子のノートにはお母さんの書いておられた文字が見えたので、お母さんもていねいに書か

れていること、お母さんがお手本となっていることを話しました。言われた子どもは、お母さ

んもですが、お父さんはもっとていねいだと教えてくれました。この子どもの背景には、てい

ねいに書くという家庭文化が備わっているのだと思いました。 

 

 ていねいに書くことを子どものうちにやっておくと、漢字が覚えられます。字の形を正しく

とらえて書こうとするのでスムースに頭の中に入ってきます。漢字を覚え始める 1 年生から正

しい字体を身につけ、2 年生、3年生と続けていけば、そのあと漢字で苦労することはありませ

ん。4 年生からの漢字の多くが形声文字や会意文字なので、3年生までの漢字の組み合わせです。

3年生までに字体を正しくとらえて書く習慣がついていれば4年生からの画数の多い漢字でも苦

労せずに覚えられます。この正しくとらえるということを可能にするのがていねいに書くこと

です。漢字や計算、英単語のような手で学ぶ技能が身につきやすくなります。一方、学年が上

がるとていねいに書いていたのでは時間がかかってしまい、算数的な思考や理科の科学的な思

考をさせるとき、ていねいでなくていいから短時間で書かせたいと思うことがあります。とこ

ろが、こんなときでも 1 年生からのていねいに書く習慣の良さがあります。理科の実験結果や

考察を短時間で書き終えている子どものノートを見るとていねいです。社会見学で説明された

ことのメモ帳にたくさん書いている字はていねいです。ていねいに書くことと書くスピードは

関係がないようで、私の経験では、ていねいに書く習慣をつけた子どもの方が乱暴に書く子ど

もより書くスピードがあると思うことがあります。 

 

 「ていねいに」をキーワードに学校生活を見ていくと、子どもの成長において大事にしたい

ことが見えてきます。今年は「ていねいに聞く・話す」と「ていねいに書く」活動を通して、

確かな学力と品格を培うことをめざしていきます。 

風 のかたち
No.33

2016 年 5 月 25 日 

新田 哲之
安田小学校



 

  

   チャレンジのしかけ 

     ・・・夢や希望を持ってチャレンジする・・・ 

 1 年生の教室から子どもたちの元気な声が聞こえてきます。耳を澄ませてみたら唱え歌をみん

なでやっているところでした。算数の学習で、10 までの数の理解のために唱え歌を授業に取り

入れています。５は５と０、４と１、３と２・・・・というように、リズムを取りながら唱え

歌にして声に出します。10 までの数の基本となる学習で、唱え歌の通り、数の合成・分解がで

きればこのあとでやる、10 までの数の足し算や引き算につながります。それが、1 年生の後半

にやる１桁の繰り上がりのある足し算や繰り下がりのある引き算につながり、2 年生、3年生、

4 年生の四則計算へと続くので、1 年生の算数では大切にしている基礎基本の学習です。 

 この唱え歌を身につけるためには繰り返し練習することが必要です。すぐにはすらすらとリ

ズムに合わせて言えません。途中で言い間違えたり、詰まったりしてしまうことがよくありま

す。すらすらと言えたら合格なのですが、合格は簡単にできません。この簡単にはできないと

ころに良さがあり、チャレンジできる良い機会になります。 

 

 2 年生が体育の授業で雲梯とのぼり棒のがんばりカードを持っていました。がんばりカードに

は、「雲梯はひとつとばしで進む、横向きで進む」、「のぼり棒は腕の力だけでのぼる」というよ

うにどの項目も簡単にはできないものばかりでした。2，3 日練習してできるような目標ではな

く、2 年生の子どもにとってレベルの高い目標です。2年生の先生に高すぎるのではと指摘した

ところ、4月から雲梯とのぼり棒をしっかり取り組み、上達しているので、高い目標を設定して

さらに意欲を引き出しているとのことでした。子どもの側から考えれば、難しいだけに目標の

うちの一つでも達成できれば十分満足できそうです。がんばりカードを持っている子どもたち

はみな前向きで、チャレンジする意気込みがありました。 

 

4 年生が竹馬の練習をしています。休み時間にいつもやっています。体育の時間に検定がある

そうで、そのために練習をしているようです。4年生の男の子でほとんどできない子がいました

が、毎日の練習のおかげで検定に合格しました。合格した後も、もっと難しい技をやりたいか

らと練習をしていました。検定に不合格になり、これではいけないと奮起して練習を始めた 4

年生もいます。ですから、どうやったらできるようになるか試行錯誤しながらやっています。5

年生も練習しています。うまくなろうと向上心を持って練習しており、うまくなる力を持って

いる子どもです。そんな姿を見て、「竹馬は 1年生と 2 年生で身につける技能なのにできていな

かったのか」と不思議に思うのですが、やるべき時がついに来たということでしょうか・・・。

そう考えれば、検定というのはチャレンジするしかけと言えます。たとえ、きっかけとならな

くても次の機会を待つ構えが肝要です。次のしかけがチャレンジにつながればいいのです。 

 

 3 年生の生活ノートを担任の先生から見せてもらいました。この子は、漢字の宿題で読めない

漢字があったのでお母さんに質問して読み方を教えてもらいました。でも、漢字の意味が分か

らないので 3 年生で学習した国語辞典を使って意味を調べました。この小さなチャレンジが自

ら学ぶ力になっていきます。チャレンジするしかけは、先生の国語辞典の指導と自分で調べる

良さを伝えたお母さんの日々の指導です。チャレンジする背景にはしかけがあります。 

風 のかたち
No.34

2016 年 6 月 1 日 

新田 哲之安田小学校



 

  

   リーダーシップ 

      ・・・自ら考え行動すること・・・ 

 4 年生の教室に行き、リーダーシップについて考える授業をしました。授業展開は次の通りで

す。 

 １．勉強について知る 

     基礎基本・・・教科書にあること 

     自ら学ぶ力・・・自分で考えて行動する力（思考・判断・表現） 

 ２．リーダーシップについて考える 

     真のリーダーは仲間のために尽くす人である 

 ３．復唱と復命を練習する 

 ４．まとめ（学習して学んだことを書く） 

 

勉強について知るとは、3 年生までは先生から教えてもらったことをしっかりやっていけば学力

がついてきますが、４年生からは言われたことをするだけでは学力がつかず、自分で考えて、

判断し、行動することが必要という意味です。４年生からは抽象的な思考を要する内容が増え

てくるので、基礎基本を身につけることが難しくなってきます。さらに、基礎基本を使って問

題を解決していくことが４年生からは求められます。ちょうど、４年生になって竹馬ができる

ようになった子どもがいたので、どうやってできるようになったのか聞いてみました。答えは、

「竹馬を前に倒す」「竹馬に体を近づける」「お尻を少し引く」「つま先で立つ」この４つの方法

を考え出したようで、自分で考えて行動したことが成功につながったと話してくれました。自

分でどうしたらいいか考え(思考)、どうするか決め(判断)、繰り返しやってみる(行動)という

ことです。 

 

 次に、リーダーシップについて考えさせました。担任の先生のこれまでの指導もあって、子

どもはリーダーシップの意味をつかんでいました。普段やっている係の活動や日直活動は人の

ために尽くすことであり、それから、掃除や授業でのグループ活動でみんなのためになる発言

や行動をすることが真のリーダーだとわかっていました。次に、先生から頼まれたら復唱して、

頼みごとを済ませ、復命する練習をした後、４年生からは復唱と復命をすることを勧めました。

最後に、頼まれたことをするのは３年生までで４年生になったらどうしたらよいのか考えさせ、

リーダーシップも自ら考えて行動することだと理解させて授業を終えました。 

 

   子どもの学習感想より 

・いばってばっかりのリーダーではなく、みんなのために尽くすリーダーになる。 

・先生に言われてするのではなく、自分が気がついたら自ら行動するということがわかった。

基礎基本から自分から考えて行動できるようになりたい。 

・リーダーシップとは今まで思っていたことと違い、人と人とが助け合い、そしてできるも

のだと思った。クラス全体、安田小学校全体がリーダーシップであふれるようにしたい。 

 

 

風 のかたち
No.35

2016 年 6 月 7 日 

新田 哲之安田小学校



 

  

   ていねいに聞くということ 

 

 先月のことですが、生活目標にあいさつを取り上げました。学校では先生に対してあいさつ

を進んでしています。ただ、先生以外となるとあいさつができないので、先生以外の人にも進

んであいさつすることを目標にしました。いつも校舎の掃除やお昼のお茶の世話をしている亀

井さんや飼育小屋の掃除や設備の修理をしている吉川さん、それから理科助手の築地原さんが

教室に出向いて、話をしてもらう機会を作りました。子どもたちはそれ以来、出会ったときは、

「おはようございます」とあいさつをするようになり、仕事中に通りかかれば、「ありがとう

ございます」と感謝する声が聞かれるようになりました。お世話になっている人の話を聞き、

進んであいさつするようになったことをうれしく思いました。 

  

今年はノート検定やしつけ指導など「ていねいに」をキーワードに教育活動を行っています。

人の話を聞くことも「ていねいに」のひとつです。話をていねいに聞けば話した内容を理解し、

内容を理解すれば考えて行動するようになります。「話を聞く子は伸びる」と言われるのは、

このことです。逆に、話を聞かずになんとなくまわりを見て行動していると考えない習慣がつ

きます。話を聞かなくても何とかなるわけですから、聞いて考えることをしなくなります。一

方、話をていねいに聞く態度があれば、聞いた内容をもとに考える習慣が身に付きます。考え

て行動する子どもは、ていねいに聞けます。 

はじめに挙げた、学校でお世話になっている方から話を聞いた後の 6 年生の日記です。話を

聞いて考えています。 

   本当に重要な人 

 今日、算数が終わり、委員会の間に吉川さんがいらっしゃいました。帰る時とかに飼育小

屋にいて、この先生、いつも外でいろんなことしてるなあとしか思っていませんでした。ふ

と、亀井さんのことが思い浮かびました。よくそうじをしていて、階段を降りる時、楽だっ

たなと思いました。 

 特に心に残ったのは、わたし達が休けいしている時も仕事をしていることと、暑いなと思

っていてもみんなのために外で仕事をし、部屋でもしっかり仕事をしてくださっていること

です。 

 もし、やる気が出ない時は、こういう時でもがんばっていると思って、がんばりたいです。

 

 ていねいに聞くというのは、授業以外でもあります。5，6 年生の代表委員会の子どもが、熊

本地震で被災した人たちに募金を送ろうと全校児童に呼びかけました。代表委員が募金の呼び

かけの文章を作り、クラスを回って募金活動をしました。話を聞いた子どもたちは、どう受け

止めて何を考えたのでしょうか。ニュースで見聞きしたことを思い出し、被災した人たちの辛

い思いを想像することはできたでしょうか。直接自分は手助けできないけれど、役に立ちたい

という思いがあって募金したでしょうか。今回の募金活動は、聞いたことをもとに考えて行動

する良い機会でもありました。 

 ていねいに聞くということは、考えて行動することにつながります。 

風 のかたち
No.36

2016 年 6 月 22 日 

新田 哲之安田小学校



 

  

   伝統文化体験学習 

 

 

 

 

 

 

 1 年生と 2 年生が夏の行事「七夕会」を行いました。この俳句はこの学習を経て作られたもの

です。七夕会を覗いてみると、体育館に大きな笹の七夕飾りが目に入りました。各クラスで飾

りをつくり、笹に取り付けたようです。願い事を書いた短冊も取り付けてありました。プログ

ラムには、はじめのことば、七夕の話、七夕の歌、七夕クイズ、七夕ゲーム、おわりのことば

とあり、司会役の子どもが会を進めていました。こう見ると、幼稚園や保育園でやっているこ

とと変わりないと思います。日本の伝統行事をやる意義は、小学校も同じです。日本の良さを

知り、日本人の自覚や誇りを持つことは、今後さらに大切になります。 

 

 七夕会を行う目的は、これだけではありません。小学校では学習としての目的があります。

「くすのき」の授業で、はじめに宿題が出されます。七夕について調べる学習で、1年生にとっ

ては、初めての調べ学習です。3年生になれば、自然や社会を題材に調べる力を身に付ける学習

があり、6年生まで続けられます。たとえば、理科では野外に出かけて植物を 1年通して観察し、

社会でも見学やネットでの発見や気付きをメモやスケッチにして新聞やレポートにまとめる活

動をします。このはじめの一歩として、1年生、2 年生では年間数回、くすのきの授業で調べ学

習を設定しています。 

 

 1 年生や 2 年生は、家の人に七夕の日にすることや七夕の由来を質問してきます。事典を使っ

て調べることやおじいさんに電話をしておじいさんのころの七夕を質問することもあります。

それをクラスに持ち寄って伝え合うことで、知識は広がり、調べる面白さや調べる方法も知る

ことになります。この一連の学習は、この次の調べ学習につながり、レベルアップしながら調

べ学習が行われます。調べ学習の後は、みんなでどんな七夕会にするかを話し合い、クラスか

ら代表委員を選出して、委員会で企画し準備を進めていきます。話し合いの力やみんなで一つ

のことを成し遂げる態度を身に付けていくのも学習です。ですから、初めに記した、七夕飾り

や七夕の話などはすべて子どもの自身の手で発案されたもので、1年生と 2 年生の担任は、子ど

ものアイデアが実現するよう支援していき、当日も子どもの手で成し遂げるよう支えています。

自分たちの力でやりきった自覚が自信になり、次の学習意欲になります。 

 

 調べ学習で得た知識をもとに、七夕会をどうするか自分で考え、判断し、行動する力をつけ

るのが、伝統文化体験学習です。 

風 のかたち
No.37

2016 年 7 月 5 日 

新田 哲之安田小学校

ねがいごと天までとどけ天の川 

天の川かささぎよんではしつくる 

ちょうちんとみんなのねがいひかってる 

なつのよる三つのほしがかがやくよ 



 

  

   1 学期の終わりに 

 

 4 月に新しい学年になり、子どもたちは学校生活を通して様々なことを学んできました。新し

いクラスになって友達ができた子は、友達がいなくて不安だったけど、「だいじょうぶ。いつ

か友達はできるものだ。」と学びました。算数の九九を覚えていたはずなのに時がたって忘れ

てしまった子は、復習することの大切さを学びました。 

  

こうやって学んだことを自覚し、これからの活動につなげていくために、1学期の終わりには

4 月からの学習を振り返ることをします。 

・1 学期に水泳で 15 メートル泳ぐことができた。初めて 15 メートル泳げたからと

てもうれしい。 

・1学期にがんばったことは、モンシロチョウの観察をじっくりしたことです。 

・スポーツの時間に登り棒をがんばった。なかなか登れなかったけど何回か練習

をしていると半分まで登れるようになった。次は一番上まで登りたい。 

・図工で自画像を完成させた。 

・わたしの心に残ったのは、かんげい集会です。ペアも変わったのでどきどきし

ました。今年もがんばりたいです。 

・ノート検定できれいな字を書くようになった。 

 

自分でがんばってきた 1 学期を思い出し、その中から特にこれを「やり通した」「実現させた」

と思うことを１つ選んで書いたものです。 

  

上記の子どもの振り返りを見れば、子どもは授業を通して成長するとわかります。子どもは

成長するとき、自分でめあてを持ち、達成するにはどうしたらよいか考え、判断し、行動しま

す。初めは、先生から与えられた課題であっても、自分でめあてを持てば、子どもは主体的に

取り組むようになります。15 メートル泳ぐことは到底無理でできないと初めは思っていても、

先生の指導を受け、仲間とともにやっていけば、15 メートル泳ぐことが自分のめあてになり、

そうなればゴールに向けて自ら思考・判断・行動するようになります。 

 子どもは行事を通して成長します。山の学習で自分の荷物を準備することを学んだ 3 年生は、

学校生活で学習準備をするようになりました。かんげい集会で 1 年生をみんなで迎えた上級生

は、その喜びとともに、ひと学年大きくなった自覚と意欲を持つようになります。特に、5 年生

と 6 年生は、図書や栽培、保健、代表などの委員会活動で下級生がより楽しく、よりよく生活

できるようにどうしたらよいか考えて行動していました。 

 

1 学期に子どもたちは、自らめあてを持ち、思考・判断・行動すること（自ら学ぶ力）をやっ

てきました。1学期を終えるこの時期に、自分のがんばりに目を向けることは、自分に自信を持

ち、夏休み、そして、2 学期からの学校生活に弾みをつけることになります。 

風 のかたち
No.38

2016 年 7 月 14 日 

新田 哲之安田小学校



 

  

   宿泊学習 

 

夏休み中、宿泊学習がありました。4 年生「山の学習」（吾妻山）と 5年生「海の学習」（県

民の浜）と 6 年生「山の学習」（三瓶山）の 3 つの学習を行いました。宿泊学習は 3 年生から

始まり、それぞれテーマを設けて、それに向けた具体目標と活動を仕組んでいます。 

宿泊学習のテーマ 

 テーマ 

３年山の学習 
自立 

自然 

４年山の学習 
自立 信頼 感謝 

自然 

５年海の学習 
自主 協力 感謝 

自然・命 

５年まほろば学習
自主 敬意 

伝統文化 

６年山の学習 
実現力（自己実現） リーダーシップ 公徳心 

自然 

自立とは・・・自分のことは自分でやる。 

信頼とは・・・友達との信頼関係。 

自主とは・・・自ら課題を持ち、考え判断し行動する。 

敬意とは・・・先生や友達、お世話になった人など人・もの・ことを敬う。 

実現力とは・・・自ら課題や目標を持ち、構想して、行動する。 

リーダーシップとは・・・人のために尽くす。 

宿泊するのですから、ふだん学校ではできないことをさせています。上記のテーマにあるよう

に、「自然」「伝統文化」の良さを体で感じ、それらを大切にする心と日本人としての自覚を育

てるのが宿泊学習の意義です。この夏、4 年生は循環型農業をされている農家見学、吾妻山登山

などを体験してきました。5年生も海での泳ぎ方、シーカヤック、藻塩づくりなどの体験活動を

しました。6 年生は、広大な三瓶のフィールドを使い、登山や木工、温泉、埋没林見学、川遊び

など体験してきました。 

そして、もう一つ宿泊学習には意義があります。集団生活を通して自分や人とのかかわりを

見つめ、自ら課題を持って判断し、行動する力と向上心を育てることです。たとえば、宿泊学

習では朝起きてから寝るまで健康的かつ社会的な生活を送るために、自分でやらなければなら

ないことがありますが、教師から言われてするのではなく、自分で判断して行動し、うまくで

きなければ次はできるようになろうと向上心を持つ学習をしています。これを自主・自立と言

っており、3 年生から 5 年生までのテーマにしています。6年生はさらに高めるために活動計画

を自力で立てる実現力がテーマです。宿泊学習の意義とテーマを作って指導を始め、3年目を迎

えた今年、目に見えて子どもが自主・自立、実現力を意識して行動するようになりました。 

また、感謝と敬意も育っています。特に 5 年生と 6 年生は水遊びや登山で友達を励まし、そ

れに対してお礼のことばを言い、振り返り学習では尊敬の気持ちを表していました。その一方

で、もう少しのこともありました。たとえば「ありがとうございます」が言えない子どもがい

ました。相手に伝わらない声になっています。昨年からの国語力「ていねいに話すこと」の指

導の必要性を感じました。2学期からの教師の課題としていきます。 

風 のかたち
No.39

2016 年 8 月 25 日 

新田 哲之安田小学校
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   ・・・礼儀・国語力・チャレンジ・・・

５つの教育プロジェクトを念頭に置き、子どもに次の３つを

１． 礼儀「しつけ教育」

礼儀については、

た生活（チャイムや安全）」

と指導します。礼儀はその場だけでは身につきません。

指導していきます。できなければできるようになるまで何度でもやらせます。何度でも頑張れ

るのが小学生です。

のためにするのか、これをすると自分がどう高まるのか、今の自分はどう行動すればいいのか、

子ども自身がその意義や目的を考え、自分の課題を見つけ、解決の方法を判断し

う指導しています。

ちゃん」と下の名前で

導します。しかし、学年が上がると「さん・くん」をつけなくなることがあります。

が崩れたときは、

言葉で相手や自分はどう高まるのか考えさせます。そして、

を決めさせま

国語力では

的に能動的に学習する場をつくり、お互いが高め合う授業をしています。そのために教師は

業を見せ合い、授業研究を全員が行って授業力を向上させる研修を続けています

また、今年は書く力にも焦点を当てて、日記指導とノート検定を行っています。日記指導は、

子どもの日記に漢字をたくさん書かせるために、目標字数を決めている。

生は 30

   

今日、理科がありました。気体の性質について

はなぜか考えました。

まず、ちっ素だけ

中に火を入れると、また一瞬で消えました。

まだ、実験はしていないけど、予想は酸素があるから火が燃え続けると思いました。予

想が当たればよいです。

初めに題を書いて一日の出来事を題材に書いていきます。

ると、漢字の力がつくだけでなく、内容がよくなります。つまり、考える力や書く力がついて

きます。

ノート検定というのは、ていねいに書くことが目的で、ていねいな字が書いてあれば担任か

ら合格印がもらえます。ていねいに書くことで理解が進みます。また、授業をおろそかにせず、

落ち着いて学習することにつながります。

チャレンジとは子ども自らが高い目標を持ち、達成に向けてどうするか思考、判断し、行動

を起こすことです。体育で一輪車に乗る目標を立てます。しかし、乗れるようになるには簡単

にはいきません。できる人は腕を広げているから僕も広げてみよう、とか、毎朝

しよう、とか、自転車に乗れた時にはスピードを出すと乗

こんなふうに

教師は支援しています。

 2 学期も確かな品格と学力をつけ、

 

2 学期の初めに

・・・礼儀・国語力・チャレンジ・・・

５つの教育プロジェクトを念頭に置き、子どもに次の３つを

礼儀「しつけ教育」

礼儀については、

た生活（チャイムや安全）」

と指導します。礼儀はその場だけでは身につきません。

指導していきます。できなければできるようになるまで何度でもやらせます。何度でも頑張れ

るのが小学生です。

のためにするのか、これをすると自分がどう高まるのか、今の自分はどう行動すればいいのか、

子ども自身がその意義や目的を考え、自分の課題を見つけ、解決の方法を判断し

う指導しています。

ちゃん」と下の名前で

導します。しかし、学年が上がると「さん・くん」をつけなくなることがあります。

が崩れたときは、当人の考えを聞きだすことや、「さん・くん」をなぜつけるのか、

言葉で相手や自分はどう高まるのか考えさせます。そして、

を決めさせます。これを乗り越えたら本物の礼儀と言えます。

国語力では聞く力、話す力をつけるために、

的に能動的に学習する場をつくり、お互いが高め合う授業をしています。そのために教師は

業を見せ合い、授業研究を全員が行って授業力を向上させる研修を続けています

また、今年は書く力にも焦点を当てて、日記指導とノート検定を行っています。日記指導は、

子どもの日記に漢字をたくさん書かせるために、目標字数を決めている。

30 字、5 年生と

   理科 

今日、理科がありました。気体の性質について

はなぜか考えました。

まず、ちっ素だけ

に火を入れると、また一瞬で消えました。

まだ、実験はしていないけど、予想は酸素があるから火が燃え続けると思いました。予

想が当たればよいです。

題を書いて一日の出来事を題材に書いていきます。

ると、漢字の力がつくだけでなく、内容がよくなります。つまり、考える力や書く力がついて

きます。 

ノート検定というのは、ていねいに書くことが目的で、ていねいな字が書いてあれば担任か

ら合格印がもらえます。ていねいに書くことで理解が進みます。また、授業をおろそかにせず、

落ち着いて学習することにつながります。

チャレンジとは子ども自らが高い目標を持ち、達成に向けてどうするか思考、判断し、行動

を起こすことです。体育で一輪車に乗る目標を立てます。しかし、乗れるようになるには簡単

にはいきません。できる人は腕を広げているから僕も広げてみよう、とか、毎朝

しよう、とか、自転車に乗れた時にはスピードを出すと乗

こんなふうにどうやって解決するか判断させます。そして、実際に決めたことをやり抜くよう

教師は支援しています。

学期も確かな品格と学力をつけ、

風風風風
 

めに 

・・・礼儀・国語力・チャレンジ・・・

５つの教育プロジェクトを念頭に置き、子どもに次の３つを

礼儀「しつけ教育」 ２．国語力

礼儀については、月ごとに生活目標を掲げ、学校全体で指導していきます。

た生活（チャイムや安全）」が目標です。

と指導します。礼儀はその場だけでは身につきません。

指導していきます。できなければできるようになるまで何度でもやらせます。何度でも頑張れ

るのが小学生です。しかし、４年生くらいからやらせる指導だけでは通用しなくなります。

のためにするのか、これをすると自分がどう高まるのか、今の自分はどう行動すればいいのか、

子ども自身がその意義や目的を考え、自分の課題を見つけ、解決の方法を判断し

う指導しています。たとえば、

ちゃん」と下の名前で呼ぶことや呼び捨てはさせません。

導します。しかし、学年が上がると「さん・くん」をつけなくなることがあります。

当人の考えを聞きだすことや、「さん・くん」をなぜつけるのか、

言葉で相手や自分はどう高まるのか考えさせます。そして、

これを乗り越えたら本物の礼儀と言えます。

聞く力、話す力をつけるために、

的に能動的に学習する場をつくり、お互いが高め合う授業をしています。そのために教師は

業を見せ合い、授業研究を全員が行って授業力を向上させる研修を続けています

また、今年は書く力にも焦点を当てて、日記指導とノート検定を行っています。日記指導は、

子どもの日記に漢字をたくさん書かせるために、目標字数を決めている。

年生と 6 年生は

今日、理科がありました。気体の性質について

はなぜか考えました。 

まず、ちっ素だけの中に火を入れてみたら一瞬で消えました。

に火を入れると、また一瞬で消えました。

まだ、実験はしていないけど、予想は酸素があるから火が燃え続けると思いました。予

想が当たればよいです。（６年生の日記より）

題を書いて一日の出来事を題材に書いていきます。

ると、漢字の力がつくだけでなく、内容がよくなります。つまり、考える力や書く力がついて

ノート検定というのは、ていねいに書くことが目的で、ていねいな字が書いてあれば担任か

ら合格印がもらえます。ていねいに書くことで理解が進みます。また、授業をおろそかにせず、

落ち着いて学習することにつながります。

チャレンジとは子ども自らが高い目標を持ち、達成に向けてどうするか思考、判断し、行動

を起こすことです。体育で一輪車に乗る目標を立てます。しかし、乗れるようになるには簡単

にはいきません。できる人は腕を広げているから僕も広げてみよう、とか、毎朝

しよう、とか、自転車に乗れた時にはスピードを出すと乗

どうやって解決するか判断させます。そして、実際に決めたことをやり抜くよう

教師は支援しています。 

学期も確かな品格と学力をつけ、

風風風風    のかたちのかたちのかたちのかたち
 

・・・礼儀・国語力・チャレンジ・・・

５つの教育プロジェクトを念頭に置き、子どもに次の３つを

２．国語力  

月ごとに生活目標を掲げ、学校全体で指導していきます。

が目標です。

と指導します。礼儀はその場だけでは身につきません。

指導していきます。できなければできるようになるまで何度でもやらせます。何度でも頑張れ

しかし、４年生くらいからやらせる指導だけでは通用しなくなります。

のためにするのか、これをすると自分がどう高まるのか、今の自分はどう行動すればいいのか、

子ども自身がその意義や目的を考え、自分の課題を見つけ、解決の方法を判断し

たとえば、友達の名前を呼ぶときは「さん・くん」をつけさせます。「○○

呼ぶことや呼び捨てはさせません。

導します。しかし、学年が上がると「さん・くん」をつけなくなることがあります。

当人の考えを聞きだすことや、「さん・くん」をなぜつけるのか、

言葉で相手や自分はどう高まるのか考えさせます。そして、

これを乗り越えたら本物の礼儀と言えます。

聞く力、話す力をつけるために、

的に能動的に学習する場をつくり、お互いが高め合う授業をしています。そのために教師は

業を見せ合い、授業研究を全員が行って授業力を向上させる研修を続けています

また、今年は書く力にも焦点を当てて、日記指導とノート検定を行っています。日記指導は、

子どもの日記に漢字をたくさん書かせるために、目標字数を決めている。

年生は 40 字を目標にしています。

今日、理科がありました。気体の性質について

火を入れてみたら一瞬で消えました。

に火を入れると、また一瞬で消えました。

まだ、実験はしていないけど、予想は酸素があるから火が燃え続けると思いました。予

年生の日記より）

題を書いて一日の出来事を題材に書いていきます。

ると、漢字の力がつくだけでなく、内容がよくなります。つまり、考える力や書く力がついて

ノート検定というのは、ていねいに書くことが目的で、ていねいな字が書いてあれば担任か

ら合格印がもらえます。ていねいに書くことで理解が進みます。また、授業をおろそかにせず、

落ち着いて学習することにつながります。

チャレンジとは子ども自らが高い目標を持ち、達成に向けてどうするか思考、判断し、行動

を起こすことです。体育で一輪車に乗る目標を立てます。しかし、乗れるようになるには簡単

にはいきません。できる人は腕を広げているから僕も広げてみよう、とか、毎朝

しよう、とか、自転車に乗れた時にはスピードを出すと乗

どうやって解決するか判断させます。そして、実際に決めたことをやり抜くよう
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５つの教育プロジェクトを念頭に置き、子どもに次の３つを 2 学期の始業式

月ごとに生活目標を掲げ、学校全体で指導していきます。

「身だしなみ」「場に応じた行動

しつけ教育では、同じことを繰り返し

指導していきます。できなければできるようになるまで何度でもやらせます。何度でも頑張れ

しかし、４年生くらいからやらせる指導だけでは通用しなくなります。

のためにするのか、これをすると自分がどう高まるのか、今の自分はどう行動すればいいのか、

子ども自身がその意義や目的を考え、自分の課題を見つけ、解決の方法を判断し

友達の名前を呼ぶときは「さん・くん」をつけさせます。「○○

悪い習慣には良い習慣がつくまで指

導します。しかし、学年が上がると「さん・くん」をつけなくなることがあります。

当人の考えを聞きだすことや、「さん・くん」をなぜつけるのか、

自分はどう考え、どうしていくか

これを乗り越えたら本物の礼儀と言えます。 

すべての教科で話す聞く活動を取り入れて主体

的に能動的に学習する場をつくり、お互いが高め合う授業をしています。そのために教師は

業を見せ合い、授業研究を全員が行って授業力を向上させる研修を続けています

また、今年は書く力にも焦点を当てて、日記指導とノート検定を行っています。日記指導は、

子どもの日記に漢字をたくさん書かせるために、目標字数を決めている。

調べました。今日は、火が燃え続けるの

火を入れてみたら一瞬で消えました。今度は二酸化炭素だけの

まだ、実験はしていないけど、予想は酸素があるから火が燃え続けると思いました。予

こうやって漢字を多く書くようにす

ると、漢字の力がつくだけでなく、内容がよくなります。つまり、考える力や書く力がついて

ノート検定というのは、ていねいに書くことが目的で、ていねいな字が書いてあれば担任か

ら合格印がもらえます。ていねいに書くことで理解が進みます。また、授業をおろそかにせず、

チャレンジとは子ども自らが高い目標を持ち、達成に向けてどうするか思考、判断し、行動

を起こすことです。体育で一輪車に乗る目標を立てます。しかし、乗れるようになるには簡単

にはいきません。できる人は腕を広げているから僕も広げてみよう、とか、毎朝

れたから一輪車でもやってみよう、

どうやって解決するか判断させます。そして、実際に決めたことをやり抜くよう

チャレンジしていく子どもを目指します。
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始業式で伝えました。

月ごとに生活目標を掲げ、学校全体で指導していきます。9 月は「落ち着い

「身だしなみ」「場に応じた行動

しつけ教育では、同じことを繰り返し

指導していきます。できなければできるようになるまで何度でもやらせます。何度でも頑張れ

しかし、４年生くらいからやらせる指導だけでは通用しなくなります。

のためにするのか、これをすると自分がどう高まるのか、今の自分はどう行動すればいいのか、

子ども自身がその意義や目的を考え、自分の課題を見つけ、解決の方法を判断し、行動するよ

友達の名前を呼ぶときは「さん・くん」をつけさせます。「○○

良い習慣がつくまで指

導します。しかし、学年が上がると「さん・くん」をつけなくなることがあります。

当人の考えを聞きだすことや、「さん・くん」をなぜつけるのか、ていねいな

自分はどう考え、どうしていくか

すべての教科で話す聞く活動を取り入れて主体

的に能動的に学習する場をつくり、お互いが高め合う授業をしています。そのために教師は

業を見せ合い、授業研究を全員が行って授業力を向上させる研修を続けています。 

また、今年は書く力にも焦点を当てて、日記指導とノート検定を行っています。日記指導は、

子どもの日記に漢字をたくさん書かせるために、目標字数を決めている。3 年生は 25

調べました。今日は、火が燃え続けるの

今度は二酸化炭素だけの

まだ、実験はしていないけど、予想は酸素があるから火が燃え続けると思いました。予

こうやって漢字を多く書くようにす

ると、漢字の力がつくだけでなく、内容がよくなります。つまり、考える力や書く力がついて

ノート検定というのは、ていねいに書くことが目的で、ていねいな字が書いてあれば担任か

ら合格印がもらえます。ていねいに書くことで理解が進みます。また、授業をおろそかにせず、

チャレンジとは子ども自らが高い目標を持ち、達成に向けてどうするか思考、判断し、行動

を起こすことです。体育で一輪車に乗る目標を立てます。しかし、乗れるようになるには簡単

にはいきません。できる人は腕を広げているから僕も広げてみよう、とか、毎朝 10 分ずつ練習

れたから一輪車でもやってみよう、

どうやって解決するか判断させます。そして、実際に決めたことをやり抜くよう

チャレンジしていく子どもを目指します。
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しかし、４年生くらいからやらせる指導だけでは通用しなくなります。何
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、行動するよ
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ていねいな

自分はどう考え、どうしていくか

すべての教科で話す聞く活動を取り入れて主体

的に能動的に学習する場をつくり、お互いが高め合う授業をしています。そのために教師は授
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れたから一輪車でもやってみよう、

どうやって解決するか判断させます。そして、実際に決めたことをやり抜くよう

チャレンジしていく子どもを目指します。 
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２学期のはじまり 

 

 2 学期を迎え、学校に子どもたちが帰ってきました。教室では友達や先生と顔を合わせる子ど

もの笑顔が、グラウンドでは駆け回る子どもの姿が見られ、学校の息吹を感じます。 

 朝、1年生が、「お米ができています。」と言いに来ました。夏休み明けの学校の変化を誰か

に伝えたくなったようです。「そうか、良かったなあ。」と答えるだけではもったいないので

「先生にも見せてください。」と言ってみました。その子が、「ほら、ここにお米ができてい

ます。」と誇らしげに話しているうちに、「お米がたくさんできて、こんなに曲がっている。」

「重くて曲がっている。」と気づきや考えを話し始めました。こちらが、「たしかに、垂れ下

がっているね。」と言えば、「垂れ下がる？」と聞くので、上を向いているお米と垂れ下がっ

ているお米を見比べさせました。そうしているうちに 2 年生もやってきて、株がいくつも分か

れていることや稲穂にお米が左右に順序良くついていることを見つけていました。子どもとい

うのは、観察力や表現力に目を向けてやれば、その力をおのずとつけていきます。2学期も授業

や学校生活を通して子どもが学力をつけることを楽しみにしています。 

 

  

    始業式と目標 

 今日、始業式がありました。校長先生のお話を聞きました。 

 生活ノートの漢字は高学年は 40 字以上書くことが目標になっていることや、安田のしつけ教育の事につ

いてお話しされました。そして、私の目標は、「2 学期にある行事で 6 年生として活やくする」です。 

この目標の通り、最高学年だし、2 学期にはたくさん行事があるから、ふさわしい態度でのぞみたいと思い

ます。 

 初日の 6年生の日記です。みんなのために力を尽くす考えが伝わってきます。4年生になると

先を見通して行動することが身につく時期で、5 年生になると学校全体のことを考えて行動する

ことができる年齢です。6年生になると、運動会や文化祭といった学校行事でどう行動すればよ

いか判断できる時期です。特に、6年生は学校行事を自分たちの手でつくっていく高い意識をも

ってほしいと思います。6年生が学校行事の中心になって活躍することは、人のために尽くす真

のリーダーシップを身につけることになります。運動会で入場の集合をかけて下級生を並べ、

入場のアナウンスをし、競技の準備や片付けをすることは、人のために役立つことで、尊い行

いです。そのことを学ぶ絶好の機会が 2 学期にはあります。そして、人のために尽くす 6 年生

を見て、下級生は育ちます。 

 

 身近な人のために尽くす行いは、将来、人のために社会に貢献する人になることにつながり

ます。そのために学力も身につけます。これは、学校教育のめざすところであり、われわれ教

師の使命です。 

 

風 のかたち
No.41

2016 年 9 月 3 日 

新田 哲之安田小学校長 



 

  

大切なことは家庭で教わっている 

 

今週、高学年のクラスに授業に行く機会がありました。教室の前に来ると当番の子どもが「先生

が来られました」声をかけてクラス全員で起立して迎えてくれました。休み時間と授業のけじめが

ついており、子どもと私は気持ち良く授業を始めました。運動会の全体練習で、1年生から６年生ま

でがそろって教師の指示や説明を聞く機会があり、その聞く態度が立派でした。多くの人数の中で

しかも野外で話を聞くのは、小学生にとっては難しいことです。それでもしつければできます。授

業の初めのけじめも話を聞くことも「学習のしつけ」指導の一つですが、その成果が表れているこ

とをうれしく思いました。 

 

 学校の教育成果は家庭教育のおかげです。先日、教え子のお母さんと会う機会がありました。

卒業して何年か経っているので小学生時代を懐かしく思い出しました。その話の中で、教え子

のお母さんは、「わが子の話を聞く態度が悪いので、きっと学校でも先生の話を聞いていない

と思い、何度も繰り返し聞く態度を注意しました。」と話されました。わたしは、話をよく聞

く子だと出会った時から思っていたので、不思議に思い、重ねて尋ねると、「毎日先生の話を

家で私に話させていました。そうすれば話をよく聞くようになると思って。続けるうちに息子

の話を聞くのが楽しみになって 2人で笑って話すこともありました。」と教えてもらいました。

 

 家庭でのしつけは子どもの教育に直接かかわることがあります。例えば、「お手伝いを子ど

もに」とよく言われることですが、親から「これを手伝ってほしい。」と言われるのは子ども

にとって誇らしいことです。手伝いが終わった後、「助かったよ。」と言われれば、子どもな

りに親から一人前と認められていると感じます。これが人の役に立つことの第一歩です。人の

役に立つ喜びを味わった子どもは、社会に貢献する人になろうとする考えを持つようになって

きます。 

 

 ただ、毎日手伝うのは面倒で続かないことがあります。ここでやめてしまえば、それを家族

の誰かが受け持つことになります。面倒でやめてしまったけれど、やめたことによって家族に

負担をかけていることに気づくはずです。その姿を見て、子どもは考えます。面倒だけど、ま

たやってみようかと。そして、またやり始めます。こうなってくると、そのうち考えて行動す

るようになります。短時間で要領よくやる方法や手伝う時間帯を変えて自分の都合にあったや

り方で持続できるように考えます。つまり、工夫することや見通しを持って考えること、そし

て、決めたことを修正することを学びます。 

 

 朝、学級園の草取りをする子どもがいます。栽培委員会で当番を決めてやっているようです。

いつも苦にせず楽しくやっています。家庭での手伝いの話をしたら、家では食事の食器洗いを

している子やお風呂掃除をしている子でした。学校を花で美しくし、人の役に立つことをする

学校教育ではあるのですが、大切なことは家庭で教わっているのだと思いました。 

風 のかたち
No.42

2016 年 10 月 3 日 

新田 哲之安田小学校長 



 

  

希望を持つ 

 

 運動会で子どもが走る姿を見ていて感心しました。順位を決めるので 1 番になる子もいれば

最後になる子もいます。最後になっても前を向き力の限り走る姿はすがすがしいものです。た

だ、持てる力を出し切れなかった子どももいました。転んでしまったり、バトンを落としてし

まったり、ミスをしてしまうことはあります。最善を尽くす気持ちで向かった子どもですから

悔しい思いをしたはずです。そんな子どもの姿を見ていて、ふと担任をしていた時のことを思

い出しました。 

 

 運動会ではなく、理科の授業で季節による植物の成長の変化を理解する学習のことです。5月

にヘチマの種をまき、ほとんどの子は芽が出たのにまだ出ない子どもがいました。毎日水やり

を欠かさずしているのですがなかなか出てきません。一生懸命のＡさんは私にこう言ってきま

した。「先生、私のヘチマは芽が出ません。」いかにも不満そうです。自分はきちんと世話を

しているのに芽が出ないのでおかしいと何かのせいにする様子でした。それから数日たって芽

が出て大喜びしたのですが、その時よく聞いてみると家庭で、「どうして芽が出ないのか、世

話をしているのか」と責められていたようでした。この子は、努力すれば成功すると言われ、

期待をかけられて育っている子でした。他にも芽が出ないＢくんがいました。Ｂくんは、毎日

芽が出ない鉢を見ていました。「どうして芽が出ないんだろう」「どうやって芽が出るんだろ

う」と考える子でした。Ｂくんは普段から、できないことがあれば試行錯誤して行動する子で

した。努力してできなければ、方法を変えてやってみる子でした。思い通りにならなくても苦

にせず、希望を持っていました。 

 

 子どもに期待をかけると期待外れに終わり、「なぜ、あなたはできないのか」と責めてしま

います。また、失敗をさせたくない心が働き、先回りして失敗させないこともあります。努力

すればそれで良いと努力を目標にしています。Ｂくんのように希望を持って向かっていくには、

家庭や学校が子どもに希望を持って接することが必要です。授業をしていて、「どうしてこん

な簡単なことができないのか」と子どもに腹を立てるのではなく、「子どもたちにとって、こ

の学習は難しいことなんだ」と理解し、「どうやれば理解できるのか」に考えを向けることで

す。 

 

 運動会でミスをして力が出せなかった子どもには、希望を持って語り、子ども自身が希望を

持って何をどうしたらよいか判断し、行動するようにしたいと思います。たとえ、正解は出な

くても心に留めておくことが肝心です。ずっと思い続ければいつか芽が出ることもあります。

希望を持つとはそういうことだと思います。 

 

風 のかたち
No.43

2016 年 10 月 12 日 

新田 哲之安田小学校長 



 

  

話し合いとじゃんけん 

 

 毎朝、早く登校してくる子どもがいます。8 時前に来る子どもは半数くらいいるでしょうか。

早く来る子どもは、仲間と一緒に遊んでいます。サッカーやドッジボール、一輪車、鉄棒、竹

馬などいろいろな遊びをしています。いつも目の前で 4 年生が野球をしています。野球はアウ

トとセーフで試合の流れが大きく変わるので、子どもにとって大事なことです。それだけにア

ウトかセーフか判断がつきにくいとき敵と味方で話し合い、折り合いがつかなければもめるの

ですが、この 4 年生はもめることがありません。先日やっと、アウトとセーフで子どもが集ま

り何やら話していました。少しして、子どもは話し合いをやめて野球を再開しました。話し合

っても決着がつかないと思ったらじゃんけんで決めるそうで、子どもは話し合いよりもじゃん

けんのほうがうまくいく考えでした。子どもなりのルールを作り、遊んでいたとわかりました。

 

 アウト、セーフの判断はじゃんけんでいいのですが、じゃんけんよりも話し合いのほうを選

ぶ子どもにしたいものです。掃除当番で何をだれがやるか決めるとき、じゃんけんではなく、

「階段の雑巾かけは順番にやったらどう？」「わたしが床を拭くから、Aさんは机を運んでくれ

る？」のように、話し合って決めることが子どもの学びとして大切なことです。しかし、なか

なか簡単には話がまとまらないことがあります。「先生、みんながわたしの言うことを聞いて

くれないんです。」と腹を立てて言う子どもがいました。その子の言い分はこうです。「Aさん

のいうことはよく聞いているのに、わたしが言うと勝手に決めないでほしいと言われま

す。」・・・。その子はいつも自分勝手な行動をとる子でした。自分勝手な人が言っても周り

が納得できず、普段から公平な態度で接している A さんが言えば話し合いがうまくいく。話し

合うことの難しさがあるのですが、これも解決の道を探って乗り越えさせてやりたいことです。

 

 先週、3年生の社会科の研究授業がありました。「話す、聞く活動を通して思考力を高める」

をテーマに、教員の授業力向上を目的にした研究授業です。スーパーマーケット、専門店、シ

ョッピングモール、ネット販売の 4 種類の中から、カレーライスを作るにはどの食材をどこで

買うか、4人のグループでもっともよい買い方を考える授業でした。それぞれの良さがあり、答

えは一つではない学習課題なので子どもは、めいめい自分の意見を主張しあい、話し合いは盛

り上がっていました。話し合いのあとはグループ発表なので、話し合いに決着をつけなければ

なりませんでした。「野菜は品数の多いスーパーがいいね。」「ショッピングモールにもたく

さん野菜はあるよ。」「それじゃあ、近くて便利なスーパーにしよう。」こんなふうに話し合

っていました。 

 

 話し合うことの良さは授業を通して学びます。話し合いで高まりあうことや新しい発見があ

ることが思考力を高め、話し合いがさらにうまくできるようになります。次第に相手の意見を

尊重することや自分の意見を的確に話すことができるようになります。じゃんけんもいいけれ

ど話し合いのほうがもっといいと言える子どもにしていきます。 

 

風 のかたち
No.44

2016 年 10 月 17 日 

新田 哲之安田小学校長 



 

 

書くということ

 

 「国語力をつける」は昨年から掲げている取り組み事項です。

字やことばの意味などの語彙力と

他の教科の学習で生かされて学力を上げることを目指しています。さらに、

たって使える

今年は、書くことに目を向けて国語力をつける指導をしています。

間がかかります。手間がかかるということは、考える

「ごんぎつね」の学習課題「中心人物のごんは幸せだったのか」であれば、書かれている内容

をもとに自分の考えを決め、事例を挙げながら考えを組み立てて書きます。

産」の学習課題「

てて書きます。

日記も国語力をつける大切な学習です。

 きょう、図書で先生が読んでくださった本の中で、お米をかった後の

の冬ごしようのすみかになることを知りました。

 「わら」とは、いねをかった後にのこるくきです。これをとって、つみ上げたものが生き

もののすみかになります。中には、アマガエル、カナヘビ、ダンゴムシ、カタツムリ、ナメ

クジがいます。冬の後のわらは、野さいがさむさにたえられるよう地めんにしきます。

 お米は、食べられるだけでなく、生きものの家になったり、野さいのせい長をたすけたり

することが分かり、お米がもっとすきになりました。

2 年生の

て書くことで

 きょう、図書で本を一さつかりました。

 わたしは、「フィーフィーのすてきな夏休み」をかりました。お兄ちゃんが、

「その本のシリーズはおもしろいよ。」

と言ってくれたので、わたしはお兄ちゃんの言う通りに、このシリーズの本をかりました。

はじめを読んでみたら、おもしろかったです。

 わたしも、おもしろい本をさがしたら、お兄ちゃんに教えてあげて楽しんでもらいたいで

す。本二十さつを目ひょうにしたいです。

これも 2

います。

あいまいな表現ではなく、教師の指導の成果が出ています。

書くということは考えることであり、それプラス生きる力を蓄えることになります。もし、

書くことをしなければ何も考えないでいたところを、書くことによって

とすきになった」「本二十さつを目標に」と、生き方が見えてきます。自分の新たな面を作っ

ていきます。つまり、書くということは成長することです。

子どもの考えを受け止め、新たな成長を読み取ること
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どもを否定せず、一緒に考えて目標や方法を修正すれば確実に良くなります。新年早々腹を

否定のことばが出そうになったら

」と心に言い聞かせます。すると、腹は立ちません。

「今日できなかったところは明日追いつこう」「

今日は自分から取り掛かったの

「逆上がりは上達しなかったけれど自分でやり方

苦手な教科は大事なところを何度も読み返してから

方法は良い方法だと思う。しばらく続けてみたら」と学びを修正する力や

子ども自身も、自分から目標や計画を立て、

的です。ときどき振り返り、目標達成に

もポイントは、「自分で考えてやった

目標を考え、計画を立てて、行動し、振り返り、修正することは学ばせなければできません。

。夢・希望プロジェクトは、この自ら学ぶ力の

。「私は高校生までずっと一日の計画表を作って勉強していました。計画表を

作るとやる気が出て、寝る前に計画表を見るとやりきった達成感が湧いてくる」という卒業生

年間かけて学びの方法を身につけさせていきます。それが基礎基本の力と相ま

子どもの学びの力となり、
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安田小学校長 

月は気持ちが改まり、1

年の生活を考える良い機会にし

生活ノートは毎日書きますから、いつでも目

立てっぱなしに終わらないために計画表を作り毎日見え

目標と計画を立てた後は振り返りが肝心です。初めのうちは

も一緒になって振り返ってやります。その時、何がどこまでできたのかがわかれば意欲が出ま

一方、うまく

ないことに気づけば、目標をもっと具体的にするとか、期間を短く区切るとか、目標や方法を

を育てなければなりません。

ここが肝心です。決して

どもを否定せず、一緒に考えて目標や方法を修正すれば確実に良くなります。新年早々腹を

否定のことばが出そうになったら

」と心に言い聞かせます。すると、腹は立ちません。今の子どもの状況を

「今日できなかったところは明日追いつこう」「

自分から取り掛かったの

「逆上がりは上達しなかったけれど自分でやり方

苦手な教科は大事なところを何度も読み返してからノートに

方法は良い方法だと思う。しばらく続けてみたら」と学びを修正する力や学びを組み立て

自分から目標や計画を立て、

ときどき振り返り、目標達成に

もポイントは、「自分で考えてやった

目標を考え、計画を立てて、行動し、振り返り、修正することは学ばせなければできません。

。夢・希望プロジェクトは、この自ら学ぶ力の

。「私は高校生までずっと一日の計画表を作って勉強していました。計画表を

作るとやる気が出て、寝る前に計画表を見るとやりきった達成感が湧いてくる」という卒業生

年間かけて学びの方法を身につけさせていきます。それが基礎基本の力と相ま

子どもの学びの力となり、親にとっても

10 日 

安田小学校長   

1 年のめあ

年の生活を考える良い機会にし

生活ノートは毎日書きますから、いつでも目

立てっぱなしに終わらないために計画表を作り毎日見え

のうちは毎日親

意欲が出ま

うまくいってい

とか、目標や方法を

なりません。いつ

ここが肝心です。決して

どもを否定せず、一緒に考えて目標や方法を修正すれば確実に良くなります。新年早々腹を

否定のことばが出そうになったら、「子

今の子どもの状況を

「今日できなかったところは明日追いつこう」「間

自分から取り掛かったのが

「逆上がりは上達しなかったけれど自分でやり方

ノートに整理

学びを組み立て

自分から目標や計画を立て、

ときどき振り返り、目標達成に

もポイントは、「自分で考えてやった。」「前よ

目標を考え、計画を立てて、行動し、振り返り、修正することは学ばせなければできません。

。夢・希望プロジェクトは、この自ら学ぶ力の育成

。「私は高校生までずっと一日の計画表を作って勉強していました。計画表を

作るとやる気が出て、寝る前に計画表を見るとやりきった達成感が湧いてくる」という卒業生

年間かけて学びの方法を身につけさせていきます。それが基礎基本の力と相ま

にとっても

新田 哲之

年のめあ

年の生活を考える良い機会にし

生活ノートは毎日書きますから、いつでも目

立てっぱなしに終わらないために計画表を作り毎日見え

親

意欲が出ま

いってい

とか、目標や方法を

いつ

ここが肝心です。決して

どもを否定せず、一緒に考えて目標や方法を修正すれば確実に良くなります。新年早々腹を

子

今の子どもの状況を

間

が

「逆上がりは上達しなかったけれど自分でやり方

整理

学びを組み立て

自分から目標や計画を立て、

ときどき振り返り、目標達成に

。」「前よ

目標を考え、計画を立てて、行動し、振り返り、修正することは学ばせなければできません。

。「私は高校生までずっと一日の計画表を作って勉強していました。計画表を

哲之 
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 寒い日が続きます。特に朝の登校はつらい

をする子どもがいます。

校長先生から笑顔であいさつ

う答え。

あまりにも寒そうなので、

年生の時に担任の先生から登校中は手袋をして

ぶように言われていますと、きっぱり

ですから、この提案に乗って

ているようでした。

する子どもがいることを誇りに思います。

す。 

 

 私の知り合いに「嘆きの人」がいます。自分だけがたくさん仕事をしている。・・・この人

に成長はありません。事を成し遂げることはできません。不満や不安があるのなら、そこから

どう処理すればよいか、何をどう改善すればよいかを考えることから始めなければ、「嘆きの

人」で終わってしまいます。すぐには妙案は生まれません。考えて考えて考え抜くことが必要

です。正解はあるのかないのか分からないことですから、時間は

す。逃げ出したくなりますが、逃げる者には人も運もやってきません。苦労はして当たり前で、

これをやり通したところに成果が生まれ

 

誇りとは、何なのでしょう。人より優れていると

ん。鼻を高くして自慢することでもありません。積み上げてきた確かな価値だと思います。人

に見せびらかすものではない、人

「自分が創り上げるもの」です。「どう生きてきたか」「どう学んできたか」が問われます。

 

創立記念日にあたり、子どもたちには安田の子どもとして自覚

自覚と愛校心はその日だけのものにしないために大切なことは、誇り

入学して

のです。その誇りは、

 

誇り 

・・・創立記念日にあたって・・・

寒い日が続きます。特に朝の登校はつらい

をする子どもがいます。

校長先生から笑顔であいさつ

う答え。指がかじかむほどの朝でも、懸命にサッカーのシュート練習をする子ども

あまりにも寒そうなので、

年生の時に担任の先生から登校中は手袋をして

ぶように言われていますと、きっぱり

ですから、この提案に乗って

ているようでした。

子どもがいることを誇りに思います。

知り合いに「嘆きの人」がいます。自分だけがたくさん仕事をしている。・・・この人

に成長はありません。事を成し遂げることはできません。不満や不安があるのなら、そこから

どう処理すればよいか、何をどう改善すればよいかを考えることから始めなければ、「嘆きの

人」で終わってしまいます。すぐには妙案は生まれません。考えて考えて考え抜くことが必要

です。正解はあるのかないのか分からないことですから、時間は

す。逃げ出したくなりますが、逃げる者には人も運もやってきません。苦労はして当たり前で、

これをやり通したところに成果が生まれ

誇りとは、何なのでしょう。人より優れていると

ん。鼻を高くして自慢することでもありません。積み上げてきた確かな価値だと思います。人

に見せびらかすものではない、人

「自分が創り上げるもの」です。「どう生きてきたか」「どう学んできたか」が問われます。

創立記念日にあたり、子どもたちには安田の子どもとして自覚

自覚と愛校心はその日だけのものにしないために大切なことは、誇り

入学して 6 年間の教師の授業の質の高さと子どもの学びの姿に依って、子どもが創り上げるも

のです。その誇りは、

風 

・・・創立記念日にあたって・・・

寒い日が続きます。特に朝の登校はつらい

をする子どもがいます。毎朝、

校長先生から笑顔であいさつを

指がかじかむほどの朝でも、懸命にサッカーのシュート練習をする子ども

あまりにも寒そうなので、せめてゴールキーパーは手袋をしてもいいのではないかと言えば、

年生の時に担任の先生から登校中は手袋をして

ぶように言われていますと、きっぱり

ですから、この提案に乗ってもと思うのですが

ているようでした。笑顔も手袋も

子どもがいることを誇りに思います。

知り合いに「嘆きの人」がいます。自分だけがたくさん仕事をしている。・・・この人

に成長はありません。事を成し遂げることはできません。不満や不安があるのなら、そこから

どう処理すればよいか、何をどう改善すればよいかを考えることから始めなければ、「嘆きの

人」で終わってしまいます。すぐには妙案は生まれません。考えて考えて考え抜くことが必要

です。正解はあるのかないのか分からないことですから、時間は

す。逃げ出したくなりますが、逃げる者には人も運もやってきません。苦労はして当たり前で、

これをやり通したところに成果が生まれ

誇りとは、何なのでしょう。人より優れていると

ん。鼻を高くして自慢することでもありません。積み上げてきた確かな価値だと思います。人

に見せびらかすものではない、人

「自分が創り上げるもの」です。「どう生きてきたか」「どう学んできたか」が問われます。

創立記念日にあたり、子どもたちには安田の子どもとして自覚

自覚と愛校心はその日だけのものにしないために大切なことは、誇り

年間の教師の授業の質の高さと子どもの学びの姿に依って、子どもが創り上げるも

のです。その誇りは、人間として社会に立つ芯

風 のかたち
 

・・・創立記念日にあたって・・・

寒い日が続きます。特に朝の登校はつらい

、笑顔であいさつができてりっぱだと言えば、「山の学習の時に

をしなさいと言われたので

指がかじかむほどの朝でも、懸命にサッカーのシュート練習をする子ども

せめてゴールキーパーは手袋をしてもいいのではないかと言えば、

年生の時に担任の先生から登校中は手袋をして

ぶように言われていますと、きっぱりと私の提案を断ってきました。暖かく手袋ができるわけ

もと思うのですが

笑顔も手袋も決められたことで

子どもがいることを誇りに思います。

知り合いに「嘆きの人」がいます。自分だけがたくさん仕事をしている。・・・この人

に成長はありません。事を成し遂げることはできません。不満や不安があるのなら、そこから

どう処理すればよいか、何をどう改善すればよいかを考えることから始めなければ、「嘆きの

人」で終わってしまいます。すぐには妙案は生まれません。考えて考えて考え抜くことが必要

です。正解はあるのかないのか分からないことですから、時間は

す。逃げ出したくなりますが、逃げる者には人も運もやってきません。苦労はして当たり前で、

これをやり通したところに成果が生まれます

誇りとは、何なのでしょう。人より優れていると

ん。鼻を高くして自慢することでもありません。積み上げてきた確かな価値だと思います。人

に見せびらかすものではない、人から与えてもらうものではない、「自分のこととして」

「自分が創り上げるもの」です。「どう生きてきたか」「どう学んできたか」が問われます。

創立記念日にあたり、子どもたちには安田の子どもとして自覚

自覚と愛校心はその日だけのものにしないために大切なことは、誇り

年間の教師の授業の質の高さと子どもの学びの姿に依って、子どもが創り上げるも

人間として社会に立つ芯

のかたち
 

・・・創立記念日にあたって・・・ 

寒い日が続きます。特に朝の登校はつらい日が続きます

笑顔であいさつができてりっぱだと言えば、「山の学習の時に

しなさいと言われたので

指がかじかむほどの朝でも、懸命にサッカーのシュート練習をする子ども

せめてゴールキーパーは手袋をしてもいいのではないかと言えば、

年生の時に担任の先生から登校中は手袋をしてよいが

と私の提案を断ってきました。暖かく手袋ができるわけ

もと思うのですが、1

められたことで

子どもがいることを誇りに思います。この子たちを育てた教師と親御さんを誇りに思いま

知り合いに「嘆きの人」がいます。自分だけがたくさん仕事をしている。・・・この人

に成長はありません。事を成し遂げることはできません。不満や不安があるのなら、そこから

どう処理すればよいか、何をどう改善すればよいかを考えることから始めなければ、「嘆きの

人」で終わってしまいます。すぐには妙案は生まれません。考えて考えて考え抜くことが必要

です。正解はあるのかないのか分からないことですから、時間は

す。逃げ出したくなりますが、逃げる者には人も運もやってきません。苦労はして当たり前で、

これをやり通したところに成果が生まれます。 

誇りとは、何なのでしょう。人より優れていると

ん。鼻を高くして自慢することでもありません。積み上げてきた確かな価値だと思います。人

与えてもらうものではない、「自分のこととして」

「自分が創り上げるもの」です。「どう生きてきたか」「どう学んできたか」が問われます。

創立記念日にあたり、子どもたちには安田の子どもとして自覚

自覚と愛校心はその日だけのものにしないために大切なことは、誇り

年間の教師の授業の質の高さと子どもの学びの姿に依って、子どもが創り上げるも

人間として社会に立つ芯になるはずです

のかたち 
 

日が続きます。それでも、明るく笑顔であいさつ

笑顔であいさつができてりっぱだと言えば、「山の学習の時に

しなさいと言われたので、それから続けようと思って。」とい

指がかじかむほどの朝でも、懸命にサッカーのシュート練習をする子ども

せめてゴールキーパーは手袋をしてもいいのではないかと言えば、

よいが、運動場で遊ぶときは手袋をしないで遊

私の提案を断ってきました。暖かく手袋ができるわけ

1 年前のルール

められたことですが、それを

この子たちを育てた教師と親御さんを誇りに思いま

知り合いに「嘆きの人」がいます。自分だけがたくさん仕事をしている。・・・この人

に成長はありません。事を成し遂げることはできません。不満や不安があるのなら、そこから

どう処理すればよいか、何をどう改善すればよいかを考えることから始めなければ、「嘆きの

人」で終わってしまいます。すぐには妙案は生まれません。考えて考えて考え抜くことが必要

です。正解はあるのかないのか分からないことですから、時間は

す。逃げ出したくなりますが、逃げる者には人も運もやってきません。苦労はして当たり前で、

誇りとは、何なのでしょう。人より優れていると、人との違いを見つけることではありませ

ん。鼻を高くして自慢することでもありません。積み上げてきた確かな価値だと思います。人

与えてもらうものではない、「自分のこととして」

「自分が創り上げるもの」です。「どう生きてきたか」「どう学んできたか」が問われます。

創立記念日にあたり、子どもたちには安田の子どもとして自覚

自覚と愛校心はその日だけのものにしないために大切なことは、誇り

年間の教師の授業の質の高さと子どもの学びの姿に依って、子どもが創り上げるも

になるはずです
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。それでも、明るく笑顔であいさつ

笑顔であいさつができてりっぱだと言えば、「山の学習の時に

それから続けようと思って。」とい

指がかじかむほどの朝でも、懸命にサッカーのシュート練習をする子ども

せめてゴールキーパーは手袋をしてもいいのではないかと言えば、

、運動場で遊ぶときは手袋をしないで遊

私の提案を断ってきました。暖かく手袋ができるわけ

年前のルールを今や自分たちのルールにし

すが、それを自分のこと

この子たちを育てた教師と親御さんを誇りに思いま

知り合いに「嘆きの人」がいます。自分だけがたくさん仕事をしている。・・・この人

に成長はありません。事を成し遂げることはできません。不満や不安があるのなら、そこから

どう処理すればよいか、何をどう改善すればよいかを考えることから始めなければ、「嘆きの

人」で終わってしまいます。すぐには妙案は生まれません。考えて考えて考え抜くことが必要

です。正解はあるのかないのか分からないことですから、時間はかかるし労力は大きいもので

す。逃げ出したくなりますが、逃げる者には人も運もやってきません。苦労はして当たり前で、

人との違いを見つけることではありませ

ん。鼻を高くして自慢することでもありません。積み上げてきた確かな価値だと思います。人

与えてもらうものではない、「自分のこととして」

「自分が創り上げるもの」です。「どう生きてきたか」「どう学んできたか」が問われます。

創立記念日にあたり、子どもたちには安田の子どもとして自覚と愛校心を持つことを望みます。

自覚と愛校心はその日だけのものにしないために大切なことは、誇りを持つこと

年間の教師の授業の質の高さと子どもの学びの姿に依って、子どもが創り上げるも

になるはずです。 
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7 年 1 月 18

安田小学校長 

。それでも、明るく笑顔であいさつ

笑顔であいさつができてりっぱだと言えば、「山の学習の時に

それから続けようと思って。」とい

指がかじかむほどの朝でも、懸命にサッカーのシュート練習をする子どももいます

せめてゴールキーパーは手袋をしてもいいのではないかと言えば、

、運動場で遊ぶときは手袋をしないで遊

私の提案を断ってきました。暖かく手袋ができるわけ

今や自分たちのルールにし

こととして考え

この子たちを育てた教師と親御さんを誇りに思いま

知り合いに「嘆きの人」がいます。自分だけがたくさん仕事をしている。・・・この人

に成長はありません。事を成し遂げることはできません。不満や不安があるのなら、そこから

どう処理すればよいか、何をどう改善すればよいかを考えることから始めなければ、「嘆きの

人」で終わってしまいます。すぐには妙案は生まれません。考えて考えて考え抜くことが必要

かかるし労力は大きいもので

す。逃げ出したくなりますが、逃げる者には人も運もやってきません。苦労はして当たり前で、

人との違いを見つけることではありませ

ん。鼻を高くして自慢することでもありません。積み上げてきた確かな価値だと思います。人

与えてもらうものではない、「自分のこととして」

「自分が創り上げるもの」です。「どう生きてきたか」「どう学んできたか」が問われます。

と愛校心を持つことを望みます。

を持つことです。誇りは、

年間の教師の授業の質の高さと子どもの学びの姿に依って、子どもが創り上げるも

18 日 

安田小学校長   

。それでも、明るく笑顔であいさつ

笑顔であいさつができてりっぱだと言えば、「山の学習の時に

それから続けようと思って。」とい

もいます。

せめてゴールキーパーは手袋をしてもいいのではないかと言えば、4

、運動場で遊ぶときは手袋をしないで遊

私の提案を断ってきました。暖かく手袋ができるわけ

今や自分たちのルールにし

として考え、判断

この子たちを育てた教師と親御さんを誇りに思いま

知り合いに「嘆きの人」がいます。自分だけがたくさん仕事をしている。・・・この人

に成長はありません。事を成し遂げることはできません。不満や不安があるのなら、そこから

どう処理すればよいか、何をどう改善すればよいかを考えることから始めなければ、「嘆きの

人」で終わってしまいます。すぐには妙案は生まれません。考えて考えて考え抜くことが必要

かかるし労力は大きいもので

す。逃げ出したくなりますが、逃げる者には人も運もやってきません。苦労はして当たり前で、

人との違いを見つけることではありませ

ん。鼻を高くして自慢することでもありません。積み上げてきた確かな価値だと思います。人

与えてもらうものではない、「自分のこととして」、 

「自分が創り上げるもの」です。「どう生きてきたか」「どう学んできたか」が問われます。 

と愛校心を持つことを望みます。

です。誇りは、

年間の教師の授業の質の高さと子どもの学びの姿に依って、子どもが創り上げるも

新田 哲之

4

す。逃げ出したくなりますが、逃げる者には人も運もやってきません。苦労はして当たり前で、

 

と愛校心を持つことを望みます。

です。誇りは、

哲之 



 

 

   「

 

大学に通う卒業生

高校で教えてもらったとき、すでに小学校で先生から教わったと思うことがあった。」という答え。

「新田先生には作文の

何度も書き直しをさせられたのを覚えています。

考えを組み立てるやり方は高校でも同じでした

い方など

の強さとプラスに受け止める賢さを思いました。そして、

きた成果が出ているのではないかとうれしく思いました。

 

課題解決に向けてあきらめない子ど

か。 

縄跳びの練習をしている子どもが、「先生、見てください

子どものように見えますが、そうではないこともあります

いだけなのです

長続きしない子どもですから、難しいことは何をやってもうまくいきません。入門期の子どもで得

意なことだけする子がいます

自慢する子がいます。

いからは課題が難しくなるので、

立ち向かう

喜びがあることを知っています。努力を努力と思わな

のこととして試行錯誤しています。そのずっとずっと先に答えが見つかる

 

2 年生が体育の時間に縄跳び検定をしていました。

あやとびが

練習をしています。できるようになった子どもは先生の前に行って、「先生、見てください。」と検

定を受けています。また、別の子どもは、「私はあやとびが

びを 100

自分で考

ています。

成功するまで寄り添っています。

 

課題解決に向けてあきらめない子どもとは、目標に立ち向かう子どもとは、「望み」を

です。学校は

  

 

「望み」を持つ

大学に通う卒業生

高校で教えてもらったとき、すでに小学校で先生から教わったと思うことがあった。」という答え。

先生には作文の

何度も書き直しをさせられたのを覚えています。

考えを組み立てるやり方は高校でも同じでした

い方など、卒業してからすごさがわかった

の強さとプラスに受け止める賢さを思いました。そして、

成果が出ているのではないかとうれしく思いました。

課題解決に向けてあきらめない子ど

縄跳びの練習をしている子どもが、「先生、見てください

子どものように見えますが、そうではないこともあります

いだけなのです。他の子を指導しているときは練習をせず、目を向けるとやり始めます。やる気が

長続きしない子どもですから、難しいことは何をやってもうまくいきません。入門期の子どもで得

意なことだけする子がいます

自慢する子がいます。

いからは課題が難しくなるので、

立ち向かう子は、まなざしが違います。もっとうまくなりたい、苦しいけれど、その先に大きな

喜びがあることを知っています。努力を努力と思わな

のこととして試行錯誤しています。そのずっとずっと先に答えが見つかる

年生が体育の時間に縄跳び検定をしていました。

あやとびが 20 回できるようになりたい

練習をしています。できるようになった子どもは先生の前に行って、「先生、見てください。」と検

定を受けています。また、別の子どもは、「私はあやとびが

100 回やる！」と跳んでいました。みんな縄跳びの検定を自分のこととして受け止めています。

考え、判断し、

ています。学びの場には失敗する子も成功する子も差はありません。どれも尊い行いです。

成功するまで寄り添っています。

課題解決に向けてあきらめない子どもとは、目標に立ち向かう子どもとは、「望み」を

です。学校は、子どもと教師が

風 

望み」を持つ 

大学に通う卒業生 4 人に話を

高校で教えてもらったとき、すでに小学校で先生から教わったと思うことがあった。」という答え。

先生には作文の授業で書き方を教えてもらいました

何度も書き直しをさせられたのを覚えています。

考えを組み立てるやり方は高校でも同じでした

卒業してからすごさがわかった

の強さとプラスに受け止める賢さを思いました。そして、

成果が出ているのではないかとうれしく思いました。

課題解決に向けてあきらめない子ど

縄跳びの練習をしている子どもが、「先生、見てください

子どものように見えますが、そうではないこともあります

。他の子を指導しているときは練習をせず、目を向けるとやり始めます。やる気が

長続きしない子どもですから、難しいことは何をやってもうまくいきません。入門期の子どもで得

意なことだけする子がいます。

自慢する子がいます。1，2 年生の

いからは課題が難しくなるので、

子は、まなざしが違います。もっとうまくなりたい、苦しいけれど、その先に大きな

喜びがあることを知っています。努力を努力と思わな

のこととして試行錯誤しています。そのずっとずっと先に答えが見つかる

年生が体育の時間に縄跳び検定をしていました。

回できるようになりたい

練習をしています。できるようになった子どもは先生の前に行って、「先生、見てください。」と検

定を受けています。また、別の子どもは、「私はあやとびが

回やる！」と跳んでいました。みんな縄跳びの検定を自分のこととして受け止めています。

し、行動しています。

学びの場には失敗する子も成功する子も差はありません。どれも尊い行いです。

成功するまで寄り添っています。

課題解決に向けてあきらめない子どもとは、目標に立ち向かう子どもとは、「望み」を

子どもと教師が

風 のかたち
 

人に話を聞く機会がありました。

高校で教えてもらったとき、すでに小学校で先生から教わったと思うことがあった。」という答え。

授業で書き方を教えてもらいました

何度も書き直しをさせられたのを覚えています。

考えを組み立てるやり方は高校でも同じでした

卒業してからすごさがわかった

の強さとプラスに受け止める賢さを思いました。そして、

成果が出ているのではないかとうれしく思いました。

課題解決に向けてあきらめない子どもとは、

縄跳びの練習をしている子どもが、「先生、見てください

子どものように見えますが、そうではないこともあります

。他の子を指導しているときは練習をせず、目を向けるとやり始めます。やる気が

長続きしない子どもですから、難しいことは何をやってもうまくいきません。入門期の子どもで得

。あるいは、1

年生のうちはこれでもある程度できるようになるのですが、

いからは課題が難しくなるので、避けて通るようになります。

子は、まなざしが違います。もっとうまくなりたい、苦しいけれど、その先に大きな

喜びがあることを知っています。努力を努力と思わな

のこととして試行錯誤しています。そのずっとずっと先に答えが見つかる

年生が体育の時間に縄跳び検定をしていました。

回できるようになりたい

練習をしています。できるようになった子どもは先生の前に行って、「先生、見てください。」と検

定を受けています。また、別の子どもは、「私はあやとびが

回やる！」と跳んでいました。みんな縄跳びの検定を自分のこととして受け止めています。

行動しています。検定という小さな望みを成功させて、まなざしを前に向け

学びの場には失敗する子も成功する子も差はありません。どれも尊い行いです。

成功するまで寄り添っています。 

課題解決に向けてあきらめない子どもとは、目標に立ち向かう子どもとは、「望み」を

子どもと教師が「望み」を持つことを

のかたち
 

聞く機会がありました。

高校で教えてもらったとき、すでに小学校で先生から教わったと思うことがあった。」という答え。

授業で書き方を教えてもらいました

何度も書き直しをさせられたのを覚えています。課題をはっきりさせてから、課題に対する自分の

考えを組み立てるやり方は高校でも同じでした。」と話してくれました。

卒業してからすごさがわかったそうです。

の強さとプラスに受け止める賢さを思いました。そして、

成果が出ているのではないかとうれしく思いました。

もとは、目標に立ち向かう子どもとは

縄跳びの練習をしている子どもが、「先生、見てください

子どものように見えますが、そうではないこともあります

。他の子を指導しているときは練習をせず、目を向けるとやり始めます。やる気が

長続きしない子どもですから、難しいことは何をやってもうまくいきません。入門期の子どもで得

1，2 年生でこんなに努力しているのだと赤くなった手を

うちはこれでもある程度できるようになるのですが、

避けて通るようになります。

子は、まなざしが違います。もっとうまくなりたい、苦しいけれど、その先に大きな

喜びがあることを知っています。努力を努力と思わな

のこととして試行錯誤しています。そのずっとずっと先に答えが見つかる

年生が体育の時間に縄跳び検定をしていました。

回できるようになりたいけど、足に縄が引っ

練習をしています。できるようになった子どもは先生の前に行って、「先生、見てください。」と検

定を受けています。また、別の子どもは、「私はあやとびが

回やる！」と跳んでいました。みんな縄跳びの検定を自分のこととして受け止めています。

検定という小さな望みを成功させて、まなざしを前に向け

学びの場には失敗する子も成功する子も差はありません。どれも尊い行いです。

課題解決に向けてあきらめない子どもとは、目標に立ち向かう子どもとは、「望み」を

「望み」を持つことを

のかたち 
 

聞く機会がありました。小学校の良かった点は？

高校で教えてもらったとき、すでに小学校で先生から教わったと思うことがあった。」という答え。

授業で書き方を教えてもらいました。5 年生の時、すぐには合格にならず、

課題をはっきりさせてから、課題に対する自分の

。」と話してくれました。

そうです。卒業生たちの

の強さとプラスに受け止める賢さを思いました。そして、この 10

成果が出ているのではないかとうれしく思いました。 

目標に立ち向かう子どもとは

縄跳びの練習をしている子どもが、「先生、見てください。」と言っ

子どものように見えますが、そうではないこともあります。自分が頑張っていることを知ってほし

。他の子を指導しているときは練習をせず、目を向けるとやり始めます。やる気が

長続きしない子どもですから、難しいことは何をやってもうまくいきません。入門期の子どもで得

年生でこんなに努力しているのだと赤くなった手を

うちはこれでもある程度できるようになるのですが、

避けて通るようになります。言い訳をしてやらなくなります。

子は、まなざしが違います。もっとうまくなりたい、苦しいけれど、その先に大きな

喜びがあることを知っています。努力を努力と思わないで、やって当たり前と思っています。自分

のこととして試行錯誤しています。そのずっとずっと先に答えが見つかる

年生が体育の時間に縄跳び検定をしていました。 

けど、足に縄が引っ掛かるようで、首をひねりながらの

練習をしています。できるようになった子どもは先生の前に行って、「先生、見てください。」と検

定を受けています。また、別の子どもは、「私はあやとびが 20 回できて時間が余ったから、後ろと

回やる！」と跳んでいました。みんな縄跳びの検定を自分のこととして受け止めています。

検定という小さな望みを成功させて、まなざしを前に向け

学びの場には失敗する子も成功する子も差はありません。どれも尊い行いです。

課題解決に向けてあきらめない子どもとは、目標に立ち向かう子どもとは、「望み」を

「望み」を持つことを大事にしています。
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小学校の良かった点は？

高校で教えてもらったとき、すでに小学校で先生から教わったと思うことがあった。」という答え。

年生の時、すぐには合格にならず、

課題をはっきりさせてから、課題に対する自分の

。」と話してくれました。理科の実験や図工の鋸の使

卒業生たちの、難しいことから逃げない意志

10 年間、質の高い授業を追求して

目標に立ち向かう子どもとはどんな子どもでしょう

」と言ってきます。意欲的に取り組む

自分が頑張っていることを知ってほし

。他の子を指導しているときは練習をせず、目を向けるとやり始めます。やる気が

長続きしない子どもですから、難しいことは何をやってもうまくいきません。入門期の子どもで得

年生でこんなに努力しているのだと赤くなった手を

うちはこれでもある程度できるようになるのですが、

言い訳をしてやらなくなります。

子は、まなざしが違います。もっとうまくなりたい、苦しいけれど、その先に大きな

いで、やって当たり前と思っています。自分

のこととして試行錯誤しています。そのずっとずっと先に答えが見つかる望みを持って

掛かるようで、首をひねりながらの

練習をしています。できるようになった子どもは先生の前に行って、「先生、見てください。」と検

回できて時間が余ったから、後ろと

回やる！」と跳んでいました。みんな縄跳びの検定を自分のこととして受け止めています。

検定という小さな望みを成功させて、まなざしを前に向け

学びの場には失敗する子も成功する子も差はありません。どれも尊い行いです。

課題解決に向けてあきらめない子どもとは、目標に立ち向かう子どもとは、「望み」を

大事にしています。 
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7 年 2 月 1

安田小学校長 

小学校の良かった点は？の問いに

高校で教えてもらったとき、すでに小学校で先生から教わったと思うことがあった。」という答え。

年生の時、すぐには合格にならず、

課題をはっきりさせてから、課題に対する自分の

理科の実験や図工の鋸の使

、難しいことから逃げない意志

年間、質の高い授業を追求して

どんな子どもでしょう

てきます。意欲的に取り組む

自分が頑張っていることを知ってほし

。他の子を指導しているときは練習をせず、目を向けるとやり始めます。やる気が

長続きしない子どもですから、難しいことは何をやってもうまくいきません。入門期の子どもで得

年生でこんなに努力しているのだと赤くなった手を

うちはこれでもある程度できるようになるのですが、

言い訳をしてやらなくなります。

子は、まなざしが違います。もっとうまくなりたい、苦しいけれど、その先に大きな

いで、やって当たり前と思っています。自分

望みを持っています

掛かるようで、首をひねりながらの

練習をしています。できるようになった子どもは先生の前に行って、「先生、見てください。」と検

回できて時間が余ったから、後ろと

回やる！」と跳んでいました。みんな縄跳びの検定を自分のこととして受け止めています。

検定という小さな望みを成功させて、まなざしを前に向け

学びの場には失敗する子も成功する子も差はありません。どれも尊い行いです。

課題解決に向けてあきらめない子どもとは、目標に立ち向かう子どもとは、「望み」を

1 日 

安田小学校長   

の問いに、「中学や

高校で教えてもらったとき、すでに小学校で先生から教わったと思うことがあった。」という答え。

年生の時、すぐには合格にならず、

課題をはっきりさせてから、課題に対する自分の

理科の実験や図工の鋸の使

、難しいことから逃げない意志

年間、質の高い授業を追求して

どんな子どもでしょう

てきます。意欲的に取り組む

自分が頑張っていることを知ってほし

。他の子を指導しているときは練習をせず、目を向けるとやり始めます。やる気が

長続きしない子どもですから、難しいことは何をやってもうまくいきません。入門期の子どもで得

年生でこんなに努力しているのだと赤くなった手を

うちはこれでもある程度できるようになるのですが、4 年生くら

言い訳をしてやらなくなります。 

子は、まなざしが違います。もっとうまくなりたい、苦しいけれど、その先に大きな

いで、やって当たり前と思っています。自分

います。 

掛かるようで、首をひねりながらの

練習をしています。できるようになった子どもは先生の前に行って、「先生、見てください。」と検

回できて時間が余ったから、後ろと

回やる！」と跳んでいました。みんな縄跳びの検定を自分のこととして受け止めています。

検定という小さな望みを成功させて、まなざしを前に向け

学びの場には失敗する子も成功する子も差はありません。どれも尊い行いです。教師は

課題解決に向けてあきらめない子どもとは、目標に立ち向かう子どもとは、「望み」を持つ子ども

新田 哲之

「中学や

理科の実験や図工の鋸の使

年生でこんなに努力しているのだと赤くなった手を

年生くら

回できて時間が余ったから、後ろと

回やる！」と跳んでいました。みんな縄跳びの検定を自分のこととして受け止めています。

持つ子ども

哲之 



 

 

   みんなで育つ

 

 2 年生の国語の

も売れなかったか

す。ストーリー性のある文学作品を読む授業では、場面の様子の一つひとつがイメージできなけれ

ば、正しい解釈ができません。この授業で言うと、

し」「正月のもちを買う」「

であるじいさまの心情を

を聞くと、人物設定や場面設定の読みが事前にされているとわかり、授業準備の確かさを感じまし

た。まず初めに読後の感想を書かせて

学習をした

 授業は、じいさまが家に帰る道でお地蔵さまと出会う場面

やさしさが

現されている文を見つけた後、グループでの

まが、「じぞうさまに凍りついた雪をかき落とす」「売り物のかさ

あるが、「かさが一つ足りなくて

のやさしさが

え、これで

がもっともやさしさを表しているのか

課題をみんなで解決していくところにあります。ひとりでは気づかなかった

考え、新しい発見
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・・・落ち着いて考えられるようにな

「馬鹿ではなくてどう言えば良かったですか？」
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1 年生から国語の授業で、「話すこと」の学習をしていきます。それが、

使われてこそ、学習したと言えます。
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に対して、「反対」と言えば、言われた者はことばを取り違えて「あなたの考えはだめだ」と受

け止めることがあります。

こともあります。「反対」と言った者は

きしてしまいます。

こんな考えです。」と、

ます」の必要性がここにあります。

に続けてていねいに説明すれば、

私の考えとは違って、こういう考え方もあるんだと思考の幅が広がり、それなら自分の意

見を考え直してみようと思考の深まりに発展します。

ることさえあります。

のでていねいなことばを使

極的な意味で、人間尊重の精神から生まれ

格と学力に通じる指導です。

毎日、子どもの話すことばは飛び交い、その中でていねいに話すこ

はないこともあります。ていねいでなければ、

争いが起きることがあります。

ちに行って」と言えば、いじめと受け止められることに進んでいく可能性もあります。

のトラブルは、いじめではなく、

生じる出来事なのです。

「馬鹿と言ったようだけど、何があったのですか？」

馬鹿と言ったことばの奥にある出来

力が必要です。「馬鹿」「あっちいって」としか言えない子どもですから、時系列で順序立てて

ていねいに話せません。一つひとつていねいに聞き出して

 

「そんなことがあったのだね。それでつらくなったから馬鹿と言ったのだね。」

・・・事情と思いを確認し、受け止めて

「それなら馬鹿と言うことばは、あなたの思いを伝えることになりますか？」

・・・落ち着いて考えられるようにな

「馬鹿ではなくてどう言えば良かったですか？」

・・・最後には、ていねい

年生から国語の授業で、「話すこと」の学習をしていきます。それが、

使われてこそ、学習したと言えます。

きます。 
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ていねいに話すこと

」と言えば、言われた者はことばを取り違えて「あなたの考えはだめだ」と受

け止めることがあります。考えではなく、「あなたはだめだ」と人格を否定されたと受け止める

「反対」と言った者は

きしてしまいます。「反対」ということばではなく、

。」と、敬語を使って話せば受け止め方は違っていきます。「さん・くん・です・

ます」の必要性がここにあります。

に続けてていねいに説明すれば、

私の考えとは違って、こういう考え方もあるんだと思考の幅が広がり、それなら自分の意

見を考え直してみようと思考の深まりに発展します。

ることさえあります。ここでいう

のでていねいなことばを使いなさいではありません。

人間尊重の精神から生まれ

格と学力に通じる指導です。 

毎日、子どもの話すことばは飛び交い、その中でていねいに話すこ

はないこともあります。ていねいでなければ、

争いが起きることがあります。

ちに行って」と言えば、いじめと受け止められることに進んでいく可能性もあります。

のトラブルは、いじめではなく、

生じる出来事なのです。そんなときは、国語の勉強をしてやります。

「馬鹿と言ったようだけど、何があったのですか？」

馬鹿と言ったことばの奥にある出来

力が必要です。「馬鹿」「あっちいって」としか言えない子どもですから、時系列で順序立てて

ていねいに話せません。一つひとつていねいに聞き出して

「そんなことがあったのだね。それでつらくなったから馬鹿と言ったのだね。」

・・・事情と思いを確認し、受け止めて

「それなら馬鹿と言うことばは、あなたの思いを伝えることになりますか？」

・・・落ち着いて考えられるようにな

「馬鹿ではなくてどう言えば良かったですか？」

・・・最後には、ていねいで的確な

年生から国語の授業で、「話すこと」の学習をしていきます。それが、

使われてこそ、学習したと言えます。

風 のかたち
 

話すこと・的確に話すこと」

」と言えば、言われた者はことばを取り違えて「あなたの考えはだめだ」と受

考えではなく、「あなたはだめだ」と人格を否定されたと受け止める

「反対」と言った者はそんな思いからのことばでなくても

「反対」ということばではなく、

敬語を使って話せば受け止め方は違っていきます。「さん・くん・です・
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私の考えとは違って、こういう考え方もあるんだと思考の幅が広がり、それなら自分の意

見を考え直してみようと思考の深まりに発展します。

いう、「ていねいに

いなさいではありません。
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毎日、子どもの話すことばは飛び交い、その中でていねいに話すこ

はないこともあります。ていねいでなければ、

争いが起きることがあります。「馬鹿」と言えば相手はその通りだとは受け止めません。
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そんなときは、国語の勉強をしてやります。

「馬鹿と言ったようだけど、何があったのですか？」

馬鹿と言ったことばの奥にある出来

力が必要です。「馬鹿」「あっちいって」としか言えない子どもですから、時系列で順序立てて
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「そんなことがあったのだね。それでつらくなったから馬鹿と言ったのだね。」
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「ていねいに的確に
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「馬鹿ではなくてどう言えば良かったですか？」 

ことばで話させて、国語の勉強を終わります。
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ぼくは、こんな考えです」と
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私の考えとは違って、こういう考え方もあるんだと思考の幅が広がり、それなら自分の意

見を考え直してみようと思考の深まりに発展します。反対意見からみんなの学習課題に発展す

的確に話す」指導は、

いなさいではありません。「ていねいに

たもので、みんなで伸びる指導です。人としての品

毎日、子どもの話すことばは飛び交い、その中でていねいに話すこ

正していきます。ていねいではないことばから

「馬鹿」と言えば相手はその通りだとは受け止めません。

ちに行って」と言えば、いじめと受け止められることに進んでいく可能性もあります。

ていねいでなかったり的確でなかったりすることから

そんなときは、国語の勉強をしてやります。

「馬鹿と言ったようだけど、何があったのですか？」 

事と思いを聞いてやります。

力が必要です。「馬鹿」「あっちいって」としか言えない子どもですから、時系列で順序立てて

ていねいに話せません。一つひとつていねいに聞き出してから

「そんなことがあったのだね。それでつらくなったから馬鹿と言ったのだね。」

ります。 

「それなら馬鹿と言うことばは、あなたの思いを伝えることになりますか？」

れば、あと一歩です。 

話させて、国語の勉強を終わります。

年生から国語の授業で、「話すこと」の学習をしていきます。それが、

授業でも学校生活でも国語の勉強を続けてい
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を大切にしています

」と言えば、言われた者はことばを取り違えて「あなたの考えはだめだ」と受
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そんな思いからのことばでなくても

さんの意見に反対し
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こんな考えです」と「
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ちに行って」と言えば、いじめと受け止められることに進んでいく可能性もあります。
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事と思いを聞いてやります。ここで、的確に話せる
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から、最後にまとめて話をさせます。

「そんなことがあったのだね。それでつらくなったから馬鹿と言ったのだね。」

「それなら馬鹿と言うことばは、あなたの思いを伝えることになりますか？」

 

話させて、国語の勉強を終わります。

年生から国語の授業で、「話すこと」の学習をしていきます。それが、

授業でも学校生活でも国語の勉強を続けてい
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そんな思いからのことばでなくても、ことばがひとり歩

の意見に反対します。
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ともあれば、ていねいで

正していきます。ていねいではないことばから

「馬鹿」と言えば相手はその通りだとは受け止めません。

ちに行って」と言えば、いじめと受け止められることに進んでいく可能性もあります。

ていねいでなかったり的確でなかったりすることから

ここで、的確に話せる

力が必要です。「馬鹿」「あっちいって」としか言えない子どもですから、時系列で順序立てて

、最後にまとめて話をさせます。

「そんなことがあったのだね。それでつらくなったから馬鹿と言ったのだね。」 

「それなら馬鹿と言うことばは、あなたの思いを伝えることになりますか？」 

話させて、国語の勉強を終わります。 

年生から国語の授業で、「話すこと」の学習をしていきます。それが、子どもの生活の中で
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力が必要です。「馬鹿」「あっちいって」としか言えない子どもですから、時系列で順序立てて
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後
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ーなのできっと聞き取りやすい声で流暢に話をされると思ったところ、想像していた通りの見

事な話しぶりでした。人の話

目線や表情など

たいへん聞き取りやすいのですが、

れました。話の内容に心惹かれたからです。

上げ、自分の考えを裏付ける体験を話す、あるいは、自分の考えの根拠となる見聞きしたこと

を話す、そして終わりに、自分の考えをまとめ

指導内容と一致します。

点です。残りの 50

的確なことばを使う能力はすぐには身につきません。

少しずつ積み上げていくものです。家庭では

になります。学習では

が使われ、「言語の教育」が行われます。

俳句の指導もそのひとつで

ます。雪が降れば見せて触らせ、節分ならば目の前で豆を煎って食べさせます。
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伝えたい様子や思いにふさわしいかどうか吟味

  えほうまき 

   さくさくと ひとつぶひとくち

   桜の木春にはきっと

   立春の一条

年生と 2 年生

文化の確かさがうかがえます

学習で桜の花芽

もの持つ世界観

俳句や日記や作文に、「たのしかった」「うれしかった」を使う子どもが減ってきました。的確

なことばを使うことが徐々にできています

と体験をベースにした

ことばを増やし、
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テレビ局のアナウンサーの仕事をされている方の

ーなのできっと聞き取りやすい声で流暢に話をされると思ったところ、想像していた通りの見

事な話しぶりでした。人の話がどれだけ伝わるかは、

など非言語の要素で左右されると言われています。このアナウンサーの話は

たいへん聞き取りやすいのですが、

話の内容に心惹かれたからです。

上げ、自分の考えを裏付ける体験を話す、あるいは、自分の考えの根拠となる見聞きしたこと

を話す、そして終わりに、自分の考えをまとめ

一致します。話す原稿を書

50 点は的確なことばを使うことです。

的確なことばを使う能力はすぐには身につきません。

少しずつ積み上げていくものです。家庭では

学習では、朝読書で

が使われ、「言語の教育」が行われます。

俳句の指導もそのひとつです。

ます。雪が降れば見せて触らせ、節分ならば目の前で豆を煎って食べさせます。

知識欲が高まるので歳時記を使

伝えたい様子や思いにふさわしいかどうか吟味
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