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年生から身につけることができます。子どもというのは、大人が思う以上にいろ

いろなことが身につけられます。

変なことでも大変でなくなります。一つの良い習慣が身につけられると、もう一つの良い習慣

が身についてくるものです。良い習慣が身につけば落ち着き、

えて行動するようになります。

いなことばを使うのか？それぞれの基本のしつけや授業の

は、「敬意」をもって礼儀正しくするよう

２つ目は、国語力です。まずは、聞くことを徹底します。相手に体を向けて聞かせます。そ

して、ていねいに的確に話をさせます。

した。今年も、ノート検定をします。回数を増やしてていねいに書くのは当たり前に、全員が

ていねいに書けるようにします。日記に漢字をたくさん使うことも今

書くことで漢字が身につきます。多くの熟語を身につけます。漢字をたくさん書くために熟語

なるとおのずと考えて書くようになります。考えることを毎日するわけですから思考

力がつき、論理的な文章が書けるようになります

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

年生は失敗が財産になる時期です。どんどん失敗させることです

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

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ます。考えて

から行動することができる年齢です

そして、今どうするのか考える学習をしていきます

つを目標にし、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

風 のかたち
 

 

1 か月がたちました。新緑の時

葉をつけて明るくかがやいています。子どもたちが

力をもとに今年 1 年ぐんと伸びるよう授業の質を高め

学校全体で取り組む

礼儀です。「しつけ教育」の本をもとに、礼儀が身につくよう指導していきます。

年生までは、しつけが習慣として身につく時期ですから、

教えます。学校生活の基本のしつけでは、登校して靴箱の靴をそ

ろえるところから始まり、衣服の整頓や宿題の提出、授業の準備、そして、朝のあいさつで一

日を気持ちよくスタートさせます。そして、帰りには持ち物や服装のチェックをしてから帰り

のあいさつをします。あいさつは、背筋や手をぴんと伸ばして

ます」「さようなら」を言い、礼をします。

外で遊んでいて音楽が鳴ったら教室に戻り席につきます。チャイム

が鳴れば立って、先生を迎えます。たくさんの習

年生から身につけることができます。子どもというのは、大人が思う以上にいろ

いろなことが身につけられます。ていねいに繰り返し指導すれば、

変なことでも大変でなくなります。一つの良い習慣が身につけられると、もう一つの良い習慣

が身についてくるものです。良い習慣が身につけば落ち着き、

えて行動するようになります。特に、4 年生からは、なぜあいさつをするのか？なぜ、ていね

いなことばを使うのか？それぞれの基本のしつけや授業の

礼儀正しくするよう

まずは、聞くことを徹底します。相手に体を向けて聞かせます。そ

して、ていねいに的確に話をさせます。去年はていねいに書くこと目標に、ノート検定をしま

した。今年も、ノート検定をします。回数を増やしてていねいに書くのは当たり前に、全員が

ていねいに書けるようにします。日記に漢字をたくさん使うことも今

書くことで漢字が身につきます。多くの熟語を身につけます。漢字をたくさん書くために熟語

なるとおのずと考えて書くようになります。考えることを毎日するわけですから思考

力がつき、論理的な文章が書けるようになります

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

年生は失敗が財産になる時期です。どんどん失敗させることです

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

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ます。考えて

から行動することができる年齢です。そして、

そして、今どうするのか考える学習をしていきます

つを目標にし、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

のかたち
 

か月がたちました。新緑の時

葉をつけて明るくかがやいています。子どもたちが

年ぐんと伸びるよう授業の質を高め

学校全体で取り組む 3 つの目標を伝えました。

礼儀です。「しつけ教育」の本をもとに、礼儀が身につくよう指導していきます。

年生までは、しつけが習慣として身につく時期ですから、

教えます。学校生活の基本のしつけでは、登校して靴箱の靴をそ

ろえるところから始まり、衣服の整頓や宿題の提出、授業の準備、そして、朝のあいさつで一

日を気持ちよくスタートさせます。そして、帰りには持ち物や服装のチェックをしてから帰り

背筋や手をぴんと伸ばして

ます」「さようなら」を言い、礼をします。授業のしつけでは、授業の前に学習用具を正しい

外で遊んでいて音楽が鳴ったら教室に戻り席につきます。チャイム

が鳴れば立って、先生を迎えます。たくさんの習慣があってすべてを身につけるのは大変なこ

年生から身につけることができます。子どもというのは、大人が思う以上にいろ

ていねいに繰り返し指導すれば、

変なことでも大変でなくなります。一つの良い習慣が身につけられると、もう一つの良い習慣

が身についてくるものです。良い習慣が身につけば落ち着き、

4 年生からは、なぜあいさつをするのか？なぜ、ていね

いなことばを使うのか？それぞれの基本のしつけや授業の

礼儀正しくするよう考えさせます。

まずは、聞くことを徹底します。相手に体を向けて聞かせます。そ

して、ていねいに的確に話をさせます。去年はていねいに書くこと目標に、ノート検定をしま

した。今年も、ノート検定をします。回数を増やしてていねいに書くのは当たり前に、全員が

ていねいに書けるようにします。日記に漢字をたくさん使うことも今

書くことで漢字が身につきます。多くの熟語を身につけます。漢字をたくさん書くために熟語

なるとおのずと考えて書くようになります。考えることを毎日するわけですから思考

力がつき、論理的な文章が書けるようになります。

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

年生は失敗が財産になる時期です。どんどん失敗させることです

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

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ます。考えて

。そして、6 年生は世界

そして、今どうするのか考える学習をしていきます

つを目標にし、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

のかたち 
 

か月がたちました。新緑の時を迎え

葉をつけて明るくかがやいています。子どもたちが

年ぐんと伸びるよう授業の質を高め

つの目標を伝えました。

礼儀です。「しつけ教育」の本をもとに、礼儀が身につくよう指導していきます。

年生までは、しつけが習慣として身につく時期ですから、

学校生活の基本のしつけでは、登校して靴箱の靴をそ

ろえるところから始まり、衣服の整頓や宿題の提出、授業の準備、そして、朝のあいさつで一

日を気持ちよくスタートさせます。そして、帰りには持ち物や服装のチェックをしてから帰り

背筋や手をぴんと伸ばして

授業のしつけでは、授業の前に学習用具を正しい

外で遊んでいて音楽が鳴ったら教室に戻り席につきます。チャイム

慣があってすべてを身につけるのは大変なこ

年生から身につけることができます。子どもというのは、大人が思う以上にいろ

ていねいに繰り返し指導すれば、

変なことでも大変でなくなります。一つの良い習慣が身につけられると、もう一つの良い習慣

が身についてくるものです。良い習慣が身につけば落ち着き、

年生からは、なぜあいさつをするのか？なぜ、ていね

いなことばを使うのか？それぞれの基本のしつけや授業のしつけの意味を考えさせます。今年

考えさせます。 

まずは、聞くことを徹底します。相手に体を向けて聞かせます。そ

去年はていねいに書くこと目標に、ノート検定をしま

した。今年も、ノート検定をします。回数を増やしてていねいに書くのは当たり前に、全員が

ていねいに書けるようにします。日記に漢字をたくさん使うことも今

書くことで漢字が身につきます。多くの熟語を身につけます。漢字をたくさん書くために熟語

なるとおのずと考えて書くようになります。考えることを毎日するわけですから思考

。 

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

年生は失敗が財産になる時期です。どんどん失敗させることです

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

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ます。考えて

年生は世界観が広がる時期で

そして、今どうするのか考える学習をしていきます。 

つを目標にし、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
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を迎え、校庭のくすのきは古い葉を

葉をつけて明るくかがやいています。子どもたちが、このくすのきのように

年ぐんと伸びるよう授業の質を高めるのが学校の使命です。

つの目標を伝えました。

礼儀です。「しつけ教育」の本をもとに、礼儀が身につくよう指導していきます。

年生までは、しつけが習慣として身につく時期ですから、学校

学校生活の基本のしつけでは、登校して靴箱の靴をそ

ろえるところから始まり、衣服の整頓や宿題の提出、授業の準備、そして、朝のあいさつで一

日を気持ちよくスタートさせます。そして、帰りには持ち物や服装のチェックをしてから帰り

背筋や手をぴんと伸ばして相手を見て、「おはようござい

授業のしつけでは、授業の前に学習用具を正しい

外で遊んでいて音楽が鳴ったら教室に戻り席につきます。チャイム

慣があってすべてを身につけるのは大変なこ

年生から身につけることができます。子どもというのは、大人が思う以上にいろ

ていねいに繰り返し指導すれば、それが当たり前になって大

変なことでも大変でなくなります。一つの良い習慣が身につけられると、もう一つの良い習慣

が身についてくるものです。良い習慣が身につけば落ち着き、落ち着けば自分で先のことを考

年生からは、なぜあいさつをするのか？なぜ、ていね

しつけの意味を考えさせます。今年

まずは、聞くことを徹底します。相手に体を向けて聞かせます。そ

去年はていねいに書くこと目標に、ノート検定をしま

した。今年も、ノート検定をします。回数を増やしてていねいに書くのは当たり前に、全員が

ていねいに書けるようにします。日記に漢字をたくさん使うことも今年もやります。たくさん

書くことで漢字が身につきます。多くの熟語を身につけます。漢字をたくさん書くために熟語

なるとおのずと考えて書くようになります。考えることを毎日するわけですから思考

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

年生は失敗が財産になる時期です。どんどん失敗させることです

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

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ます。考えて

観が広がる時期で

つを目標にし、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
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7 年 5 月 1

安田小学校長 

、校庭のくすのきは古い葉を

、このくすのきのように

るのが学校の使命です。

つの目標を伝えました。 

礼儀です。「しつけ教育」の本をもとに、礼儀が身につくよう指導していきます。

学校生活の基本の

学校生活の基本のしつけでは、登校して靴箱の靴をそ

ろえるところから始まり、衣服の整頓や宿題の提出、授業の準備、そして、朝のあいさつで一

日を気持ちよくスタートさせます。そして、帰りには持ち物や服装のチェックをしてから帰り

相手を見て、「おはようござい

授業のしつけでは、授業の前に学習用具を正しい

外で遊んでいて音楽が鳴ったら教室に戻り席につきます。チャイム

慣があってすべてを身につけるのは大変なこ

年生から身につけることができます。子どもというのは、大人が思う以上にいろ

それが当たり前になって大

変なことでも大変でなくなります。一つの良い習慣が身につけられると、もう一つの良い習慣

落ち着けば自分で先のことを考

年生からは、なぜあいさつをするのか？なぜ、ていね

しつけの意味を考えさせます。今年

まずは、聞くことを徹底します。相手に体を向けて聞かせます。そ

去年はていねいに書くこと目標に、ノート検定をしま

した。今年も、ノート検定をします。回数を増やしてていねいに書くのは当たり前に、全員が

年もやります。たくさん

書くことで漢字が身につきます。多くの熟語を身につけます。漢字をたくさん書くために熟語

なるとおのずと考えて書くようになります。考えることを毎日するわけですから思考

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

年生は失敗が財産になる時期です。どんどん失敗させることです。１、２、

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

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ます。考えて

観が広がる時期です。未来を考え、

つを目標にし、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

15 日 

安田小学校長   

、校庭のくすのきは古い葉を

、このくすのきのように冬

るのが学校の使命です。 

礼儀です。「しつけ教育」の本をもとに、礼儀が身につくよう指導していきます。

基本のしつ

学校生活の基本のしつけでは、登校して靴箱の靴をそ

ろえるところから始まり、衣服の整頓や宿題の提出、授業の準備、そして、朝のあいさつで一

日を気持ちよくスタートさせます。そして、帰りには持ち物や服装のチェックをしてから帰り

相手を見て、「おはようござい

授業のしつけでは、授業の前に学習用具を正しい

外で遊んでいて音楽が鳴ったら教室に戻り席につきます。チャイム

慣があってすべてを身につけるのは大変なこ

年生から身につけることができます。子どもというのは、大人が思う以上にいろ

それが当たり前になって大

変なことでも大変でなくなります。一つの良い習慣が身につけられると、もう一つの良い習慣

落ち着けば自分で先のことを考

年生からは、なぜあいさつをするのか？なぜ、ていね

しつけの意味を考えさせます。今年

まずは、聞くことを徹底します。相手に体を向けて聞かせます。そ

去年はていねいに書くこと目標に、ノート検定をしま

した。今年も、ノート検定をします。回数を増やしてていねいに書くのは当たり前に、全員が

年もやります。たくさん

書くことで漢字が身につきます。多くの熟語を身につけます。漢字をたくさん書くために熟語

なるとおのずと考えて書くようになります。考えることを毎日するわけですから思考

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

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

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ます。考えて

す。未来を考え、

つを目標にし、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

新田 哲之

礼儀です。「しつけ教育」の本をもとに、礼儀が身につくよう指導していきます。

す。未来を考え、

哲之 



 

 

   1

 

 夢や希望をかなえるには、目標の設定や達成のための方法と行動が必要です。そこには強い

意志も必要で長い時間継続する力が欠かせません。

が教育目標です。

 グラウンドでは、

ングル、雲梯、のぼり棒をしています。このうち、雲梯とのぼり棒は達成するのに技能と意志

力が必要です。

どもがコツを教えてくれるのですが、それで

け、強い意志を持って練

先生からていねいに正しく書けるようになるまで練習します。書けるまでやり切ります。一つ

のことをていねいにやり切る学習ができれば、もう一つの課題にも向かおうとします。何回も

何十回もの積み重ねがあって、技能が身につき、意志力が徐々についてきます。

べての授業で、特に

 きょう、

 たいいくでは

た。でも

ながらがんばりました

 きょう、

 

 ４年生の体育でソフトボール投げ

者は、自由にスポーツをしていました。一輪車の練習をしている子どもがいたので、「今、ど

んな考えでやっているのですか

「両手で鉄棒を持って前に進めたので、今度は片手にしてやろうとしています。」

「空中乗りをするときにバランスが崩れて

４年生は

断し、行動をとるようになります。４年生からは、目標の設定から計画、実行、評価までを学

び始めます。体育でも、音楽でも、図画工作ほかいろいろな教科で学んでいきます。

らのチャレンジの積み上げが

  

 今、６年生は委員会活動やかんげい集会、クラブ活動で目標設定し、チャレンジをしていま

す。それを５年生以下が見ています。

す。掃除を黙々とする姿も見ています。６年生のチャレンジする姿を見て、下級生が見習って

いくのが学校の良さです。

 

1 年生からの

夢や希望をかなえるには、目標の設定や達成のための方法と行動が必要です。そこには強い

意志も必要で長い時間継続する力が欠かせません。

が教育目標です。 

グラウンドでは、

ングル、雲梯、のぼり棒をしています。このうち、雲梯とのぼり棒は達成するのに技能と意志

力が必要です。2，

どもがコツを教えてくれるのですが、それで

強い意志を持って練

先生からていねいに正しく書けるようになるまで練習します。書けるまでやり切ります。一つ

をていねいにやり切る学習ができれば、もう一つの課題にも向かおうとします。何回も

何十回もの積み重ねがあって、技能が身につき、意志力が徐々についてきます。

べての授業で、特に

、１じかん目にたいいくがありました

たいいくでは、のぼりぼうをなんどもやりました

でも、がんばりました

ながらがんばりました

、できなかったので

年生の体育でソフトボール投げ

者は、自由にスポーツをしていました。一輪車の練習をしている子どもがいたので、「今、ど

んな考えでやっているのですか

「両手で鉄棒を持って前に進めたので、今度は片手にしてやろうとしています。」

「空中乗りをするときにバランスが崩れて

４年生は客観的な思考ができる時期です。目標をかなえるために何をどうすればいいのか、判

断し、行動をとるようになります。４年生からは、目標の設定から計画、実行、評価までを学

び始めます。体育でも、音楽でも、図画工作ほかいろいろな教科で学んでいきます。

らのチャレンジの積み上げが

今、６年生は委員会活動やかんげい集会、クラブ活動で目標設定し、チャレンジをしていま

す。それを５年生以下が見ています。

掃除を黙々とする姿も見ています。６年生のチャレンジする姿を見て、下級生が見習って

いくのが学校の良さです。

風 

年生からのチャレンジ

夢や希望をかなえるには、目標の設定や達成のための方法と行動が必要です。そこには強い

意志も必要で長い時間継続する力が欠かせません。

 

グラウンドでは、1 年生が遊具を使って運動をしています。ジャングルジムやウェーブジャ

ングル、雲梯、のぼり棒をしています。このうち、雲梯とのぼり棒は達成するのに技能と意志

，3 日やればできるとはいかないので、実現力を培う良い機会です。できる子

どもがコツを教えてくれるのですが、それで

強い意志を持って練習を重ねることをしない限りできないものです。平仮名の書き取りも

先生からていねいに正しく書けるようになるまで練習します。書けるまでやり切ります。一つ

をていねいにやり切る学習ができれば、もう一つの課題にも向かおうとします。何回も

何十回もの積み重ねがあって、技能が身につき、意志力が徐々についてきます。

べての授業で、特に 3 年生まで徹底して行います。２年生が日記にこのことを書いていました。

にたいいくがありました

のぼりぼうをなんどもやりました

がんばりました。わたしは

ながらがんばりました。 

できなかったので、２年生

年生の体育でソフトボール投げ

者は、自由にスポーツをしていました。一輪車の練習をしている子どもがいたので、「今、ど

んな考えでやっているのですか

「両手で鉄棒を持って前に進めたので、今度は片手にしてやろうとしています。」

「空中乗りをするときにバランスが崩れて

客観的な思考ができる時期です。目標をかなえるために何をどうすればいいのか、判

断し、行動をとるようになります。４年生からは、目標の設定から計画、実行、評価までを学

び始めます。体育でも、音楽でも、図画工作ほかいろいろな教科で学んでいきます。

らのチャレンジの積み上げが

今、６年生は委員会活動やかんげい集会、クラブ活動で目標設定し、チャレンジをしていま

す。それを５年生以下が見ています。

掃除を黙々とする姿も見ています。６年生のチャレンジする姿を見て、下級生が見習って

いくのが学校の良さです。 

風 のかたち
 

ンジ   

夢や希望をかなえるには、目標の設定や達成のための方法と行動が必要です。そこには強い

意志も必要で長い時間継続する力が欠かせません。

年生が遊具を使って運動をしています。ジャングルジムやウェーブジャ

ングル、雲梯、のぼり棒をしています。このうち、雲梯とのぼり棒は達成するのに技能と意志

日やればできるとはいかないので、実現力を培う良い機会です。できる子

どもがコツを教えてくれるのですが、それで

習を重ねることをしない限りできないものです。平仮名の書き取りも

先生からていねいに正しく書けるようになるまで練習します。書けるまでやり切ります。一つ

をていねいにやり切る学習ができれば、もう一つの課題にも向かおうとします。何回も

何十回もの積み重ねがあって、技能が身につき、意志力が徐々についてきます。

年生まで徹底して行います。２年生が日記にこのことを書いていました。

にたいいくがありました。 

のぼりぼうをなんどもやりました。

わたしは、やっぱりできなかったので

年生のあいだにはできるようになりたいです

年生の体育でソフトボール投げを、半数ずつ分かれてやっていました。

者は、自由にスポーツをしていました。一輪車の練習をしている子どもがいたので、「今、ど

んな考えでやっているのですか？」と尋ねました。

「両手で鉄棒を持って前に進めたので、今度は片手にしてやろうとしています。」

「空中乗りをするときにバランスが崩れて

客観的な思考ができる時期です。目標をかなえるために何をどうすればいいのか、判

断し、行動をとるようになります。４年生からは、目標の設定から計画、実行、評価までを学

び始めます。体育でも、音楽でも、図画工作ほかいろいろな教科で学んでいきます。

らのチャレンジの積み上げが 4 年生頃から考えて行動するようになります。

今、６年生は委員会活動やかんげい集会、クラブ活動で目標設定し、チャレンジをしていま

す。それを５年生以下が見ています。あいさつも６年生は進んでしています。みんな見ていま

掃除を黙々とする姿も見ています。６年生のチャレンジする姿を見て、下級生が見習って

のかたち
 

夢や希望をかなえるには、目標の設定や達成のための方法と行動が必要です。そこには強い

意志も必要で長い時間継続する力が欠かせません。

年生が遊具を使って運動をしています。ジャングルジムやウェーブジャ

ングル、雲梯、のぼり棒をしています。このうち、雲梯とのぼり棒は達成するのに技能と意志

日やればできるとはいかないので、実現力を培う良い機会です。できる子

どもがコツを教えてくれるのですが、それでもすぐにできません。要は自分で多くの時間をか

習を重ねることをしない限りできないものです。平仮名の書き取りも

先生からていねいに正しく書けるようになるまで練習します。書けるまでやり切ります。一つ

をていねいにやり切る学習ができれば、もう一つの課題にも向かおうとします。何回も

何十回もの積み重ねがあって、技能が身につき、意志力が徐々についてきます。

年生まで徹底して行います。２年生が日記にこのことを書いていました。

。わたしは、Y

やっぱりできなかったので

のあいだにはできるようになりたいです

、半数ずつ分かれてやっていました。

者は、自由にスポーツをしていました。一輪車の練習をしている子どもがいたので、「今、ど

？」と尋ねました。

「両手で鉄棒を持って前に進めたので、今度は片手にしてやろうとしています。」

「空中乗りをするときにバランスが崩れて倒れるので

客観的な思考ができる時期です。目標をかなえるために何をどうすればいいのか、判

断し、行動をとるようになります。４年生からは、目標の設定から計画、実行、評価までを学

び始めます。体育でも、音楽でも、図画工作ほかいろいろな教科で学んでいきます。

年生頃から考えて行動するようになります。

今、６年生は委員会活動やかんげい集会、クラブ活動で目標設定し、チャレンジをしていま

あいさつも６年生は進んでしています。みんな見ていま

掃除を黙々とする姿も見ています。６年生のチャレンジする姿を見て、下級生が見習って

のかたち 
 

夢や希望をかなえるには、目標の設定や達成のための方法と行動が必要です。そこには強い

意志も必要で長い時間継続する力が欠かせません。この実現力を

年生が遊具を使って運動をしています。ジャングルジムやウェーブジャ

ングル、雲梯、のぼり棒をしています。このうち、雲梯とのぼり棒は達成するのに技能と意志

日やればできるとはいかないので、実現力を培う良い機会です。できる子

すぐにできません。要は自分で多くの時間をか

習を重ねることをしない限りできないものです。平仮名の書き取りも

先生からていねいに正しく書けるようになるまで練習します。書けるまでやり切ります。一つ

をていねいにやり切る学習ができれば、もう一つの課題にも向かおうとします。何回も

何十回もの積み重ねがあって、技能が身につき、意志力が徐々についてきます。

年生まで徹底して行います。２年生が日記にこのことを書いていました。

Y 字のぼりをしていたら

やっぱりできなかったので、くやしい、ぜったいにできるようになるぞとおもい

のあいだにはできるようになりたいです。

、半数ずつ分かれてやっていました。

者は、自由にスポーツをしていました。一輪車の練習をしている子どもがいたので、「今、ど

？」と尋ねました。 

「両手で鉄棒を持って前に進めたので、今度は片手にしてやろうとしています。」

倒れるので、両手を広げてやっています。」

客観的な思考ができる時期です。目標をかなえるために何をどうすればいいのか、判

断し、行動をとるようになります。４年生からは、目標の設定から計画、実行、評価までを学

び始めます。体育でも、音楽でも、図画工作ほかいろいろな教科で学んでいきます。

年生頃から考えて行動するようになります。

今、６年生は委員会活動やかんげい集会、クラブ活動で目標設定し、チャレンジをしていま

あいさつも６年生は進んでしています。みんな見ていま

掃除を黙々とする姿も見ています。６年生のチャレンジする姿を見て、下級生が見習って
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夢や希望をかなえるには、目標の設定や達成のための方法と行動が必要です。そこには強い

この実現力を小学校で

年生が遊具を使って運動をしています。ジャングルジムやウェーブジャ

ングル、雲梯、のぼり棒をしています。このうち、雲梯とのぼり棒は達成するのに技能と意志

日やればできるとはいかないので、実現力を培う良い機会です。できる子

すぐにできません。要は自分で多くの時間をか

習を重ねることをしない限りできないものです。平仮名の書き取りも

先生からていねいに正しく書けるようになるまで練習します。書けるまでやり切ります。一つ

をていねいにやり切る学習ができれば、もう一つの課題にも向かおうとします。何回も

何十回もの積み重ねがあって、技能が身につき、意志力が徐々についてきます。

年生まで徹底して行います。２年生が日記にこのことを書いていました。

のぼりをしていたら手にまめができてしまいまし

ぜったいにできるようになるぞとおもい

。 

、半数ずつ分かれてやっていました。

者は、自由にスポーツをしていました。一輪車の練習をしている子どもがいたので、「今、ど

「両手で鉄棒を持って前に進めたので、今度は片手にしてやろうとしています。」

、両手を広げてやっています。」

客観的な思考ができる時期です。目標をかなえるために何をどうすればいいのか、判

断し、行動をとるようになります。４年生からは、目標の設定から計画、実行、評価までを学

び始めます。体育でも、音楽でも、図画工作ほかいろいろな教科で学んでいきます。

年生頃から考えて行動するようになります。

今、６年生は委員会活動やかんげい集会、クラブ活動で目標設定し、チャレンジをしていま

あいさつも６年生は進んでしています。みんな見ていま

掃除を黙々とする姿も見ています。６年生のチャレンジする姿を見て、下級生が見習って
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7 年 5 月 20

安田小学校長 

夢や希望をかなえるには、目標の設定や達成のための方法と行動が必要です。そこには強い

小学校で 6 年間かけて

年生が遊具を使って運動をしています。ジャングルジムやウェーブジャ

ングル、雲梯、のぼり棒をしています。このうち、雲梯とのぼり棒は達成するのに技能と意志

日やればできるとはいかないので、実現力を培う良い機会です。できる子

すぐにできません。要は自分で多くの時間をか

習を重ねることをしない限りできないものです。平仮名の書き取りも

先生からていねいに正しく書けるようになるまで練習します。書けるまでやり切ります。一つ

をていねいにやり切る学習ができれば、もう一つの課題にも向かおうとします。何回も

何十回もの積み重ねがあって、技能が身につき、意志力が徐々についてきます。この学習はす

年生まで徹底して行います。２年生が日記にこのことを書いていました。

にまめができてしまいまし

ぜったいにできるようになるぞとおもい

、半数ずつ分かれてやっていました。半数の待っている

者は、自由にスポーツをしていました。一輪車の練習をしている子どもがいたので、「今、ど

「両手で鉄棒を持って前に進めたので、今度は片手にしてやろうとしています。」 

、両手を広げてやっています。」

客観的な思考ができる時期です。目標をかなえるために何をどうすればいいのか、判

断し、行動をとるようになります。４年生からは、目標の設定から計画、実行、評価までを学

び始めます。体育でも、音楽でも、図画工作ほかいろいろな教科で学んでいきます。

年生頃から考えて行動するようになります。 

今、６年生は委員会活動やかんげい集会、クラブ活動で目標設定し、チャレンジをしていま

あいさつも６年生は進んでしています。みんな見ていま

掃除を黙々とする姿も見ています。６年生のチャレンジする姿を見て、下級生が見習って

20 日 

安田小学校長   

夢や希望をかなえるには、目標の設定や達成のための方法と行動が必要です。そこには強い

年間かけて培うの

年生が遊具を使って運動をしています。ジャングルジムやウェーブジャ

ングル、雲梯、のぼり棒をしています。このうち、雲梯とのぼり棒は達成するのに技能と意志

日やればできるとはいかないので、実現力を培う良い機会です。できる子

すぐにできません。要は自分で多くの時間をか

習を重ねることをしない限りできないものです。平仮名の書き取りも

先生からていねいに正しく書けるようになるまで練習します。書けるまでやり切ります。一つ

をていねいにやり切る学習ができれば、もう一つの課題にも向かおうとします。何回も

この学習はす

年生まで徹底して行います。２年生が日記にこのことを書いていました。

にまめができてしまいまし

ぜったいにできるようになるぞとおもい

半数の待っている

者は、自由にスポーツをしていました。一輪車の練習をしている子どもがいたので、「今、ど

 

、両手を広げてやっています。」 

客観的な思考ができる時期です。目標をかなえるために何をどうすればいいのか、判

断し、行動をとるようになります。４年生からは、目標の設定から計画、実行、評価までを学

び始めます。体育でも、音楽でも、図画工作ほかいろいろな教科で学んでいきます。1 年生か

今、６年生は委員会活動やかんげい集会、クラブ活動で目標設定し、チャレンジをしていま

あいさつも６年生は進んでしています。みんな見ていま

掃除を黙々とする姿も見ています。６年生のチャレンジする姿を見て、下級生が見習って

新田 哲之

日やればできるとはいかないので、実現力を培う良い機会です。できる子

年生まで徹底して行います。２年生が日記にこのことを書いていました。 

哲之 



 

 

   ペア活動

 

 遠足がありました。２つの学年の子どもがペアになって活動しました。年齢の違う者が一緒

に活動するところから、子どもが学びとることはたくさんあります。自然体験ビンゴで特徴の

ある草や樹木を見つけ出す活動は、子どもの好奇心を引き出します。動植物

おのずと

前を知ることでいっそう興味を持つようになります。

まって説明を聞くのですが、

がここで生かせます。

しろさがペア活動にはあります。

 

 １年生は６年生とペア活動をしました。６年生は、「１年生のことは任せてください。」と

自覚をもって出発

て大変だった。」と話す６年生がいました。

「わたしも、１年生の時に６年生にこんなことをしていたのだろうと思います。きっと、６年

生はわたしの言うことを聞いてくれ、相手をしてくれたの

６年生は、１年生の言うことを聞くのは大変ですが、相手のことが好きだから一緒に楽しめる

のかもしれません。

ば、思い通りのことができて満足できたようです。入門期は、学校というところはいろいろな

年齢の人がいて、自分を受け入れてくれる人がい

教師は念頭にペア活動を組織するのですが、６年生が自覚して、すべてを受け入れていること

をうれしく思いました。

りが感じられます。

 

 小学校を訪れた高校に通う卒業生が、６年生と親しく話をしていました。家が近所かと思え

ば、当時６年生だった時の１年生のペアだということでした。結構前のことですが、時は過ぎ

てもつながりはあるものです。学校で一緒に遊具で遊んだとか、

いたこともある

もですが、その先の

また、ペア活動で石を見つけて以来、石に興味を持ち始めた子どもがいました。どこに出か

けても石を拾ってきて見せてくれましたし、石について尋ねれば何でも答えてくれるほど

を持つようになりました。

 

 体験を通して学ぶと言われますが、人と人のつながりから、学ぶことがたくさんあります。

子どもというのは、学ぶようにできているのだと思います。

 

ペア活動から学ぶ

遠足がありました。２つの学年の子どもがペアになって活動しました。年齢の違う者が一緒

に活動するところから、子どもが学びとることはたくさんあります。自然体験ビンゴで特徴の

ある草や樹木を見つけ出す活動は、子どもの好奇心を引き出します。動植物

おのずとその形態や生態に

前を知ることでいっそう興味を持つようになります。

まって説明を聞くのですが、

がここで生かせます。

しろさがペア活動にはあります。

１年生は６年生とペア活動をしました。６年生は、「１年生のことは任せてください。」と

自覚をもって出発しました

て大変だった。」と話す６年生がいました。

「わたしも、１年生の時に６年生にこんなことをしていたのだろうと思います。きっと、６年

生はわたしの言うことを聞いてくれ、相手をしてくれたの

６年生は、１年生の言うことを聞くのは大変ですが、相手のことが好きだから一緒に楽しめる

のかもしれません。

ば、思い通りのことができて満足できたようです。入門期は、学校というところはいろいろな

年齢の人がいて、自分を受け入れてくれる人がい

教師は念頭にペア活動を組織するのですが、６年生が自覚して、すべてを受け入れていること

をうれしく思いました。

りが感じられます。

小学校を訪れた高校に通う卒業生が、６年生と親しく話をしていました。家が近所かと思え

ば、当時６年生だった時の１年生のペアだということでした。結構前のことですが、時は過ぎ

てもつながりはあるものです。学校で一緒に遊具で遊んだとか、

いたこともあるとか、話すうちにいろいろ思い出して話し込んでいました。

もですが、その先の

また、ペア活動で石を見つけて以来、石に興味を持ち始めた子どもがいました。どこに出か
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つようになりました。
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安田小学校長 

遠足がありました。２つの学年の子どもがペアになって活動しました。年齢の違う者が一緒

に活動するところから、子どもが学びとることはたくさんあります。自然体験ビンゴで特徴の

ある草や樹木を見つけ出す活動は、子どもの好奇心を引き出します。動植物に着目させれば

子どもになります。見つけたものの名前が知りたくなり、名

知りたいことがあれば先生のところに集
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動物園の中をあちこち走り回っ
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教師は念頭にペア活動を組織するのですが、６年生が自覚して、すべてを受け入れていること

人と人のつながりを学んできた６年生の誇

小学校を訪れた高校に通う卒業生が、６年生と親しく話をしていました。家が近所かと思え

ば、当時６年生だった時の１年生のペアだということでした。結構前のことですが、時は過ぎ

学校帰りに途中まで一緒に歩

とか、話すうちにいろいろ思い出して話し込んでいました。小学校時代のこと

また、ペア活動で石を見つけて以来、石に興味を持ち始めた子どもがいました。どこに出か

けても石を拾ってきて見せてくれましたし、石について尋ねれば何でも答えてくれるほど

体験を通して学ぶと言われますが、人と人のつながりから、学ぶことがたくさんあります。
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に活動するところから、子どもが学びとることはたくさんあります。自然体験ビンゴで特徴の

に着目させれば、

子どもになります。見つけたものの名前が知りたくなり、名

先生のところに集

もあり、上級生は学校での理科の学習

ひとりで遊ぶおもしろさではなく、複数で人と人がつながって遊ぶおも

１年生は６年生とペア活動をしました。６年生は、「１年生のことは任せてください。」と

動物園の中をあちこち走り回っ

「わたしも、１年生の時に６年生にこんなことをしていたのだろうと思います。きっと、６年

６年生は、１年生の言うことを聞くのは大変ですが、相手のことが好きだから一緒に楽しめる

１年生にとってみれ
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小学校を訪れた高校に通う卒業生が、６年生と親しく話をしていました。家が近所かと思え

ば、当時６年生だった時の１年生のペアだということでした。結構前のことですが、時は過ぎ

学校帰りに途中まで一緒に歩

小学校時代のこと

また、ペア活動で石を見つけて以来、石に興味を持ち始めた子どもがいました。どこに出か

けても石を拾ってきて見せてくれましたし、石について尋ねれば何でも答えてくれるほど知識

体験を通して学ぶと言われますが、人と人のつながりから、学ぶことがたくさんあります。

新田 哲之哲之 
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 陰口を言う人がいます。聞かされて醜いことば

ると心を乱して、目を吊り上げてしまいます。それならまだしも、醜いことばを自らたたいて

しまうことがあります。こんな陰口はまっぴらごめんなので、この世界に入ることなく生きて

いこうとするのですが、陰口というのは、こちらの世界に容赦なく入り込んできます。相手の

様子がどうもおかしいので尋ねてみれば、「わたしのことを○○さんに、○○と言ったそうで

すね。」

りしてことばを返す気持ちになれませんでした。

 陰口は大人のこと

の子どもでも、「○○さんを

と聞きました。

歩きするようであれば、いじめにつながります。けっしてそのままにしておいてはなりません。

ここで生きてはたらくのがしつけ教育

つけ、相手を敬う心を持って人と接することが肝心です。

確に話す国語力をつけれ

 陰口を言う人

を張っているような

しまいます。まわりの人は、心を許すことはありません。疎外感を感じ、存在感を高めようと

するのか、陰口を言う人は陰口をやめようとはしません。

ん。教師の地道な指導が必要です。共感的理解を示し、自分の良い点に目を向けさせ、自己肯

定感を高めることがまずは必要です。子どもに向き合い、

の良い点に目を向けるようになります。

ます。 

  

わたしは、陰口ではなく、良い点に目を向けてもらいました。

ま家に帰せば、母親から、「きっと先生には考えがあるはずよ。」と助けてもらいました。出

された宿題を見ないまま返したことがありましたが、母親との懇談で、「先生は子どもたちか

ら信頼されていますね。夏休みの宿題を先生は見忘れているねと言ったら、子どもが、そんな

ことないよ。先生は一人ひとりに声をかけて宿題を返してくれるから。」と子どもに助けても

らいました。こうやってずいぶん親御さんや子どもに温かく見てもらっていたのです。

 

 子どものい

なと思っても陰口につながらない、「きっとあの人には考えがあるはずだ。」「そんなことは

ないよ。」のことばが出る教室にしていきます。
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いこうとするのですが、陰口というのは、こちらの世界に容赦なく入り込んできます。相手の

様子がどうもおかしいので尋ねてみれば、「わたしのことを○○さんに、○○と言ったそうで

と言われました。まさか、陰口を
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 子どもには、夢や希望を持ってほしいと思っています。入学するときは不安がありますが、

それに負けない夢や希望があります。そして、卒業後も夢と希望を持ち続け、生きてほしいと

願っています。そのためには、

いかないときでも希望を持ち続ける営み

  

 水泳指導が始まりました。校長室にプールからの子どもの歓声が聞こえてきます。

水の中で目をあける学習をします。あけられない子どもにとっては高いハードルです。簡単に

は乗り越えられません。プールの底にある貝殻や魚のかたちを取ろうとするのですが、目があ

けられないので取れません。「貝殻を取りたい」

きません。ほんの小さな夢ですが、水の中で歩いたり走ったり浮いたりしながら

合っています。あれこれ頭で考えるよりも、「貝殻を取る夢」を持ち、一心に取り組んでいま

す。ほんの小さな希望ですが、きっとできると希望を持って取り組んでいます。

ち続ける営みは、尊いものです。

り遂げてきたので、「もう少ししたらきっとできる」

 この春卒業した

ドリームマップを作りました

えさせます。自分の良さを見つけ、欠点も

で何を成すのかを考えさせます。ある子どもは、日本の電力会社に勤めたいと書いていました。

放射能で被爆した原子力発電所のことを思い、安全な発電を研究したいと言っていました。お

母さんのような人になりたいと書いている子どもがいました。家族のために働き、家族が喜ぶ

ことをする、そんなお母さんになりたいと言っていました。社会科や理

や自分の理想とする人をもとに、夢を

ん。この世界に生まれ

か、自分は世界にどのような貢献ができるのか考える人をめざしています。

 

校舎の前のカンナが花を咲かせました。このカンナは、広島に原子爆弾が落とされたあと、

いちばんに咲いた花です。焼け野原の中、大切な家族を失い、これからどう生きていけばいい

のか先の見えない人たちにとって、希望となった花です。

を受け継ぎ、今年も希望の花を咲かせました。この広島から平

に希望を持つことを呼びかける活動です。花を咲かせ、希望を持って、水やりを続けて世話を

しています。

 

学校は、このような

て行動する人にしていきます。
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いかないときでも希望を持ち続ける営み

水泳指導が始まりました。校長室にプールからの子どもの歓声が聞こえてきます。

水の中で目をあける学習をします。あけられない子どもにとっては高いハードルです。簡単に

は乗り越えられません。プールの底にある貝殻や魚のかたちを取ろうとするのですが、目があ

けられないので取れません。「貝殻を取りたい」

きません。ほんの小さな夢ですが、水の中で歩いたり走ったり浮いたりしながら

合っています。あれこれ頭で考えるよりも、「貝殻を取る夢」を持ち、一心に取り組んでいま

す。ほんの小さな希望ですが、きっとできると希望を持って取り組んでいます。

ち続ける営みは、尊いものです。

り遂げてきたので、「もう少ししたらきっとできる」

この春卒業した

ドリームマップを作りました

えさせます。自分の良さを見つけ、欠点も

何を成すのかを考えさせます。ある子どもは、日本の電力会社に勤めたいと書いていました。

放射能で被爆した原子力発電所のことを思い、安全な発電を研究したいと言っていました。お

母さんのような人になりたいと書いている子どもがいました。家族のために働き、家族が喜ぶ

ことをする、そんなお母さんになりたいと言っていました。社会科や理

や自分の理想とする人をもとに、夢を

この世界に生まれ

か、自分は世界にどのような貢献ができるのか考える人をめざしています。

校舎の前のカンナが花を咲かせました。このカンナは、広島に原子爆弾が落とされたあと、

いちばんに咲いた花です。焼け野原の中、大切な家族を失い、これからどう生きていけばいい

のか先の見えない人たちにとって、希望となった花です。

を受け継ぎ、今年も希望の花を咲かせました。この広島から平

に希望を持つことを呼びかける活動です。花を咲かせ、希望を持って、水やりを続けて世話を

しています。 

学校は、このような

て行動する人にしていきます。

風 

のために何を成すか

子どもには、夢や希望を持ってほしいと思っています。入学するときは不安がありますが、

それに負けない夢や希望があります。そして、卒業後も夢と希望を持ち続け、生きてほしいと

願っています。そのためには、

いかないときでも希望を持ち続ける営み

水泳指導が始まりました。校長室にプールからの子どもの歓声が聞こえてきます。

水の中で目をあける学習をします。あけられない子どもにとっては高いハードルです。簡単に

は乗り越えられません。プールの底にある貝殻や魚のかたちを取ろうとするのですが、目があ

けられないので取れません。「貝殻を取りたい」

きません。ほんの小さな夢ですが、水の中で歩いたり走ったり浮いたりしながら

合っています。あれこれ頭で考えるよりも、「貝殻を取る夢」を持ち、一心に取り組んでいま

す。ほんの小さな希望ですが、きっとできると希望を持って取り組んでいます。

ち続ける営みは、尊いものです。

り遂げてきたので、「もう少ししたらきっとできる」

この春卒業した 6 年生は卒業

ドリームマップを作りました。

えさせます。自分の良さを見つけ、欠点も

何を成すのかを考えさせます。ある子どもは、日本の電力会社に勤めたいと書いていました。

放射能で被爆した原子力発電所のことを思い、安全な発電を研究したいと言っていました。お

母さんのような人になりたいと書いている子どもがいました。家族のために働き、家族が喜ぶ

ことをする、そんなお母さんになりたいと言っていました。社会科や理

や自分の理想とする人をもとに、夢を

この世界に生まれた自分はどんな人間

か、自分は世界にどのような貢献ができるのか考える人をめざしています。

校舎の前のカンナが花を咲かせました。このカンナは、広島に原子爆弾が落とされたあと、

いちばんに咲いた花です。焼け野原の中、大切な家族を失い、これからどう生きていけばいい

のか先の見えない人たちにとって、希望となった花です。

を受け継ぎ、今年も希望の花を咲かせました。この広島から平

に希望を持つことを呼びかける活動です。花を咲かせ、希望を持って、水やりを続けて世話を

学校は、このような授業を通して

て行動する人にしていきます。

風 のかたち
 

を成すか 

子どもには、夢や希望を持ってほしいと思っています。入学するときは不安がありますが、

それに負けない夢や希望があります。そして、卒業後も夢と希望を持ち続け、生きてほしいと

願っています。そのためには、夢をかなえるための

いかないときでも希望を持ち続ける営みを大事にしています。

水泳指導が始まりました。校長室にプールからの子どもの歓声が聞こえてきます。

水の中で目をあける学習をします。あけられない子どもにとっては高いハードルです。簡単に

は乗り越えられません。プールの底にある貝殻や魚のかたちを取ろうとするのですが、目があ

けられないので取れません。「貝殻を取りたい」

きません。ほんの小さな夢ですが、水の中で歩いたり走ったり浮いたりしながら

合っています。あれこれ頭で考えるよりも、「貝殻を取る夢」を持ち、一心に取り組んでいま

す。ほんの小さな希望ですが、きっとできると希望を持って取り組んでいます。

ち続ける営みは、尊いものです。そばにいる

り遂げてきたので、「もう少ししたらきっとできる」

は卒業する前に夢を思い描き、一人ずつ大きな紙に将来の自分を書く

。ここでは、自分はどんな人間になりたいのかを時間をかけて考

えさせます。自分の良さを見つけ、欠点も

何を成すのかを考えさせます。ある子どもは、日本の電力会社に勤めたいと書いていました。

放射能で被爆した原子力発電所のことを思い、安全な発電を研究したいと言っていました。お

母さんのような人になりたいと書いている子どもがいました。家族のために働き、家族が喜ぶ

ことをする、そんなお母さんになりたいと言っていました。社会科や理

や自分の理想とする人をもとに、夢を思い描きました。

自分はどんな人間

か、自分は世界にどのような貢献ができるのか考える人をめざしています。

校舎の前のカンナが花を咲かせました。このカンナは、広島に原子爆弾が落とされたあと、

いちばんに咲いた花です。焼け野原の中、大切な家族を失い、これからどう生きていけばいい

のか先の見えない人たちにとって、希望となった花です。

を受け継ぎ、今年も希望の花を咲かせました。この広島から平

に希望を持つことを呼びかける活動です。花を咲かせ、希望を持って、水やりを続けて世話を

授業を通して夢や希望を持ち

て行動する人にしていきます。 

のかたち
 

子どもには、夢や希望を持ってほしいと思っています。入学するときは不安がありますが、

それに負けない夢や希望があります。そして、卒業後も夢と希望を持ち続け、生きてほしいと

夢をかなえるための

いかないときでも希望を持ち続ける営みを大事にしています。

水泳指導が始まりました。校長室にプールからの子どもの歓声が聞こえてきます。

水の中で目をあける学習をします。あけられない子どもにとっては高いハードルです。簡単に

は乗り越えられません。プールの底にある貝殻や魚のかたちを取ろうとするのですが、目があ

けられないので取れません。「貝殻を取りたい」と願い、目をあけようと試みますがうまくい

きません。ほんの小さな夢ですが、水の中で歩いたり走ったり浮いたりしながら

合っています。あれこれ頭で考えるよりも、「貝殻を取る夢」を持ち、一心に取り組んでいま

す。ほんの小さな希望ですが、きっとできると希望を持って取り組んでいます。

にいる上級生たちは

り遂げてきたので、「もう少ししたらきっとできる」

する前に夢を思い描き、一人ずつ大きな紙に将来の自分を書く

ここでは、自分はどんな人間になりたいのかを時間をかけて考

えさせます。自分の良さを見つけ、欠点も知り、それをいったん受け入れたうえで、この世界

何を成すのかを考えさせます。ある子どもは、日本の電力会社に勤めたいと書いていました。

放射能で被爆した原子力発電所のことを思い、安全な発電を研究したいと言っていました。お

母さんのような人になりたいと書いている子どもがいました。家族のために働き、家族が喜ぶ

ことをする、そんなお母さんになりたいと言っていました。社会科や理

思い描きました。

自分はどんな人間なのか、この世界で自分はどんな人間になりたいの

か、自分は世界にどのような貢献ができるのか考える人をめざしています。

校舎の前のカンナが花を咲かせました。このカンナは、広島に原子爆弾が落とされたあと、

いちばんに咲いた花です。焼け野原の中、大切な家族を失い、これからどう生きていけばいい

のか先の見えない人たちにとって、希望となった花です。

を受け継ぎ、今年も希望の花を咲かせました。この広島から平

に希望を持つことを呼びかける活動です。花を咲かせ、希望を持って、水やりを続けて世話を

夢や希望を持ち

のかたち 
 

子どもには、夢や希望を持ってほしいと思っています。入学するときは不安がありますが、

それに負けない夢や希望があります。そして、卒業後も夢と希望を持ち続け、生きてほしいと

夢をかなえるための目標を設定し突き進む授業を行い、うまく

を大事にしています。

水泳指導が始まりました。校長室にプールからの子どもの歓声が聞こえてきます。

水の中で目をあける学習をします。あけられない子どもにとっては高いハードルです。簡単に

は乗り越えられません。プールの底にある貝殻や魚のかたちを取ろうとするのですが、目があ

と願い、目をあけようと試みますがうまくい

きません。ほんの小さな夢ですが、水の中で歩いたり走ったり浮いたりしながら

合っています。あれこれ頭で考えるよりも、「貝殻を取る夢」を持ち、一心に取り組んでいま

す。ほんの小さな希望ですが、きっとできると希望を持って取り組んでいます。

上級生たちは、自分もそうやって目標を設定しや

り遂げてきたので、「もう少ししたらきっとできる」と見ていました。

する前に夢を思い描き、一人ずつ大きな紙に将来の自分を書く

ここでは、自分はどんな人間になりたいのかを時間をかけて考

、それをいったん受け入れたうえで、この世界

何を成すのかを考えさせます。ある子どもは、日本の電力会社に勤めたいと書いていました。

放射能で被爆した原子力発電所のことを思い、安全な発電を研究したいと言っていました。お

母さんのような人になりたいと書いている子どもがいました。家族のために働き、家族が喜ぶ

ことをする、そんなお母さんになりたいと言っていました。社会科や理

思い描きました。お金を稼ぐ職業に就く夢ではありませ

なのか、この世界で自分はどんな人間になりたいの

か、自分は世界にどのような貢献ができるのか考える人をめざしています。

校舎の前のカンナが花を咲かせました。このカンナは、広島に原子爆弾が落とされたあと、

いちばんに咲いた花です。焼け野原の中、大切な家族を失い、これからどう生きていけばいい

のか先の見えない人たちにとって、希望となった花です。5 年生と

を受け継ぎ、今年も希望の花を咲かせました。この広島から平

に希望を持つことを呼びかける活動です。花を咲かせ、希望を持って、水やりを続けて世話を

夢や希望を持ち、自分は世界のために何を成すのか、考え
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子どもには、夢や希望を持ってほしいと思っています。入学するときは不安がありますが、

それに負けない夢や希望があります。そして、卒業後も夢と希望を持ち続け、生きてほしいと

目標を設定し突き進む授業を行い、うまく

を大事にしています。 

水泳指導が始まりました。校長室にプールからの子どもの歓声が聞こえてきます。

水の中で目をあける学習をします。あけられない子どもにとっては高いハードルです。簡単に

は乗り越えられません。プールの底にある貝殻や魚のかたちを取ろうとするのですが、目があ

と願い、目をあけようと試みますがうまくい

きません。ほんの小さな夢ですが、水の中で歩いたり走ったり浮いたりしながら

合っています。あれこれ頭で考えるよりも、「貝殻を取る夢」を持ち、一心に取り組んでいま

す。ほんの小さな希望ですが、きっとできると希望を持って取り組んでいます。

自分もそうやって目標を設定しや

と見ていました。 

する前に夢を思い描き、一人ずつ大きな紙に将来の自分を書く

ここでは、自分はどんな人間になりたいのかを時間をかけて考

、それをいったん受け入れたうえで、この世界

何を成すのかを考えさせます。ある子どもは、日本の電力会社に勤めたいと書いていました。

放射能で被爆した原子力発電所のことを思い、安全な発電を研究したいと言っていました。お

母さんのような人になりたいと書いている子どもがいました。家族のために働き、家族が喜ぶ

ことをする、そんなお母さんになりたいと言っていました。社会科や理科の授業で学んだこと

お金を稼ぐ職業に就く夢ではありませ

なのか、この世界で自分はどんな人間になりたいの

か、自分は世界にどのような貢献ができるのか考える人をめざしています。

校舎の前のカンナが花を咲かせました。このカンナは、広島に原子爆弾が落とされたあと、

いちばんに咲いた花です。焼け野原の中、大切な家族を失い、これからどう生きていけばいい

年生と 6 年生の子どもたちが球根

を受け継ぎ、今年も希望の花を咲かせました。この広島から平和を願い、日本や世界の人たち

に希望を持つことを呼びかける活動です。花を咲かせ、希望を持って、水やりを続けて世話を

、自分は世界のために何を成すのか、考え

66 

 
7 年 6 月 12

安田小学校長 

子どもには、夢や希望を持ってほしいと思っています。入学するときは不安がありますが、

それに負けない夢や希望があります。そして、卒業後も夢と希望を持ち続け、生きてほしいと

目標を設定し突き進む授業を行い、うまく

水泳指導が始まりました。校長室にプールからの子どもの歓声が聞こえてきます。

水の中で目をあける学習をします。あけられない子どもにとっては高いハードルです。簡単に

は乗り越えられません。プールの底にある貝殻や魚のかたちを取ろうとするのですが、目があ

と願い、目をあけようと試みますがうまくい

きません。ほんの小さな夢ですが、水の中で歩いたり走ったり浮いたりしながら恐怖

合っています。あれこれ頭で考えるよりも、「貝殻を取る夢」を持ち、一心に取り組んでいま

す。ほんの小さな希望ですが、きっとできると希望を持って取り組んでいます。夢や希望を持

自分もそうやって目標を設定しや

 

する前に夢を思い描き、一人ずつ大きな紙に将来の自分を書く

ここでは、自分はどんな人間になりたいのかを時間をかけて考

、それをいったん受け入れたうえで、この世界

何を成すのかを考えさせます。ある子どもは、日本の電力会社に勤めたいと書いていました。

放射能で被爆した原子力発電所のことを思い、安全な発電を研究したいと言っていました。お

母さんのような人になりたいと書いている子どもがいました。家族のために働き、家族が喜ぶ

科の授業で学んだこと

お金を稼ぐ職業に就く夢ではありませ

なのか、この世界で自分はどんな人間になりたいの

か、自分は世界にどのような貢献ができるのか考える人をめざしています。 

校舎の前のカンナが花を咲かせました。このカンナは、広島に原子爆弾が落とされたあと、

いちばんに咲いた花です。焼け野原の中、大切な家族を失い、これからどう生きていけばいい

年生の子どもたちが球根

を願い、日本や世界の人たち

に希望を持つことを呼びかける活動です。花を咲かせ、希望を持って、水やりを続けて世話を

、自分は世界のために何を成すのか、考え

12 日 

安田小学校長   

子どもには、夢や希望を持ってほしいと思っています。入学するときは不安がありますが、

それに負けない夢や希望があります。そして、卒業後も夢と希望を持ち続け、生きてほしいと

目標を設定し突き進む授業を行い、うまく

水泳指導が始まりました。校長室にプールからの子どもの歓声が聞こえてきます。1 年生は

水の中で目をあける学習をします。あけられない子どもにとっては高いハードルです。簡単に

は乗り越えられません。プールの底にある貝殻や魚のかたちを取ろうとするのですが、目があ

と願い、目をあけようと試みますがうまくい

恐怖心と向き

合っています。あれこれ頭で考えるよりも、「貝殻を取る夢」を持ち、一心に取り組んでいま

夢や希望を持

自分もそうやって目標を設定しや

する前に夢を思い描き、一人ずつ大きな紙に将来の自分を書く

ここでは、自分はどんな人間になりたいのかを時間をかけて考

、それをいったん受け入れたうえで、この世界

何を成すのかを考えさせます。ある子どもは、日本の電力会社に勤めたいと書いていました。

放射能で被爆した原子力発電所のことを思い、安全な発電を研究したいと言っていました。お

母さんのような人になりたいと書いている子どもがいました。家族のために働き、家族が喜ぶ

科の授業で学んだこと

お金を稼ぐ職業に就く夢ではありませ

なのか、この世界で自分はどんな人間になりたいの

校舎の前のカンナが花を咲かせました。このカンナは、広島に原子爆弾が落とされたあと、

いちばんに咲いた花です。焼け野原の中、大切な家族を失い、これからどう生きていけばいい

年生の子どもたちが球根

を願い、日本や世界の人たち

に希望を持つことを呼びかける活動です。花を咲かせ、希望を持って、水やりを続けて世話を

、自分は世界のために何を成すのか、考え

新田 哲之

何を成すのかを考えさせます。ある子どもは、日本の電力会社に勤めたいと書いていました。

哲之 



 

 

   本質を見失ってはならない

 

 大学入試改革、それに伴う学校教育の内容

語の授業時数を確保するため夏休みを減らすところもあると聞きます。

のプログラミング教育の前倒しを始めた学校もあります。

ことなのでしょうが、ときのトレンドに合わせて新しい教育内容

ないと思っています。私学ですから学校の教育理念と照らし合わせて、

いくこと

ちの学校は海外留学やホームステイでグローバル人材を育成しています・・・このような

なことば

ません。

心を持ち、人の考え方を知る人間理解や異文化理解

ーダーシップなどの自己の確立をめざす授業が

することを目的に、
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子どもが大きくなったとき、生きるための知識や技能はどんどん変化していき追いつけない

時代になるかもしれません。しかし、この生きる力はいつの時代も不変です。学校で

本物の学校は、本質を見失

26 日 

安田小学校長   

が少しずつ明らかになってきました。小学校も英

新学習指導要領の目玉

応じて行う

取り入れる学校にはしたく

教育内容を再構築して

たとえば、う

ちの学校は海外留学やホームステイでグローバル人材を育成しています・・・このような明快

海外留学でグローバル人材を育てることはでき

人を好きになり、人を敬う

そして、自立心やリ

社会に貢献

)で発信し、

する学習をし

 

年生の読書会に少し関わりました。「泣いた赤鬼」という作品を題材に、物語から

青鬼は、親友

人間と楽しく付き合うには、自分はそばにいない方が良いと考えて赤鬼の前から姿を

悲劇で終わるので読み手はこ

疑問に思い、青鬼の行動はこれで良かったのかを

学習課題にして考えました。青鬼の行動で良かったというのが多くの子の考えでしたが、一人

てくれたら、今後も起きるかもしれない人間とのいさかいに対して赤鬼を助

けてくれるに違いないという考えに子どもたちは心が動かされ、もう一度考え直していました。

グローバル人材は、「社会に貢献するリーダーシップの精神を持つ人」です。先の読書会の

、教室の掃除も、クラブ活動も、運動会もグローバル人材育成のための能力をつける活

動が仕組まれています。今のトレンドが英語だからとか、大人になったら英語がいるからやっ

てこんな考えでいたら、いつも人の後を

追いかけていくだけの人になってしまいます。そうでなくて、学校時代には、「今やりたいこ

とがあって、これからどうなりたいかがあって、次には何をどうしたらよいか判断して、目的

子どもが大きくなったとき、生きるための知識や技能はどんどん変化していき追いつけない

時代になるかもしれません。しかし、この生きる力はいつの時代も不変です。学校で目の前の

本物の学校は、本質を見失

新田 哲之

で発信し、

けてくれるに違いないという考えに子どもたちは心が動かされ、もう一度考え直していました。

哲之 
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 国語の授業と言っても時間割にある授業ではありません。子どもを見つめるときに国語の授

業と思い、国語力をつければ

 何年も前のことですが、何をするにも一緒で仲良くしている子どもがいたのですが、けんか

をきっかけに

かなか改善しませんでした。

していた

した。その

Ａさんはいつもていねいなことばを使う子どもでした。そのことを

ですか。でも、

ような子どもでし

さつをすること、友達にていねいなことばを使うこと

した。はじめはぎこちなかったのですが、

じて頑張っていました。そのうち、その子

は残しつつも人を見つめる目線が変わってきました。

 ていねいに話せば、心が落ち着く。的確なことばで話せば相手の理解が得られる。

て子どもを見ています。けんかになって、一方が相手がたたいてきたと言えば、いや違う、お

まえのほうが先だと言います。

をして、時間の経過に沿って出来事と考えを話させます

っちだと気づきます。あるいは、はじめは相手が

を傷つけることばを言わなかったら、けんかにはならなかったと気づきます。

ったから相手は勘違いしてしまったと自分のことばの未熟さに気づきます。

業という意味です

ただ、初めに書いた子どもたちのように

相手のことを嫌いと思っているからです。好きな人なら

できません。嫌いと思っている人には、良いところに目を向けます。

ころに目は向きません。けんかにな

いからです。

こなかったこの子のやさしさが立ち居振る舞いに表れてきます。嫌いと思ってい

見つけることに考えを

ていねいなことばで

人がいれば

良いところに目が向きます。

 

国語の授業 

国語の授業と言っても時間割にある授業ではありません。子どもを見つめるときに国語の授

業と思い、国語力をつければ

何年も前のことですが、何をするにも一緒で仲良くしている子どもがいたのですが、けんか

をきっかけにお互いが

かなか改善しませんでした。

していたのですが、

その教室にはいつも穏やかで人の陰口を言わず、陰口に耳を傾けない

はいつもていねいなことばを使う子どもでした。そのことを

ですか。でも、弟には腹が立ってきついことばを言うこともあるんです。」とにこやかに話す

ような子どもでした。

さつをすること、友達にていねいなことばを使うこと

した。はじめはぎこちなかったのですが、

じて頑張っていました。そのうち、その子

は残しつつも人を見つめる目線が変わってきました。

ていねいに話せば、心が落ち着く。的確なことばで話せば相手の理解が得られる。

て子どもを見ています。けんかになって、一方が相手がたたいてきたと言えば、いや違う、お

まえのほうが先だと言います。

をして、時間の経過に沿って出来事と考えを話させます

っちだと気づきます。あるいは、はじめは相手が

を傷つけることばを言わなかったら、けんかにはならなかったと気づきます。

ったから相手は勘違いしてしまったと自分のことばの未熟さに気づきます。

という意味です。

ただ、初めに書いた子どもたちのように

相手のことを嫌いと思っているからです。好きな人なら

できません。嫌いと思っている人には、良いところに目を向けます。

ころに目は向きません。けんかにな

いからです。自分のことを理解してくれる人ができれば、ゆとりが生まれ、これまで表に出て

こなかったこの子のやさしさが立ち居振る舞いに表れてきます。嫌いと思ってい

見つけることに考えを

ていねいなことばで

人がいれば、教室での居心地がよくなります。

良いところに目が向きます。

風 

 

国語の授業と言っても時間割にある授業ではありません。子どもを見つめるときに国語の授

業と思い、国語力をつければ品格が備わると思っています

何年も前のことですが、何をするにも一緒で仲良くしている子どもがいたのですが、けんか

お互いが陰口を言いふらすようになったことがありました。担任が指導してもな

かなか改善しませんでした。一方が、まずは自分がやめよう

、何度も繰り返されるので

教室にはいつも穏やかで人の陰口を言わず、陰口に耳を傾けない

はいつもていねいなことばを使う子どもでした。そのことを

弟には腹が立ってきついことばを言うこともあるんです。」とにこやかに話す

た。仲違いしている子どもに、このＡさんを理想のモデルとして、朝のあい

さつをすること、友達にていねいなことばを使うこと

した。はじめはぎこちなかったのですが、

じて頑張っていました。そのうち、その子

は残しつつも人を見つめる目線が変わってきました。

ていねいに話せば、心が落ち着く。的確なことばで話せば相手の理解が得られる。

て子どもを見ています。けんかになって、一方が相手がたたいてきたと言えば、いや違う、お

まえのほうが先だと言います。

をして、時間の経過に沿って出来事と考えを話させます

っちだと気づきます。あるいは、はじめは相手が

を傷つけることばを言わなかったら、けんかにはならなかったと気づきます。

ったから相手は勘違いしてしまったと自分のことばの未熟さに気づきます。

。 

ただ、初めに書いた子どもたちのように

相手のことを嫌いと思っているからです。好きな人なら

できません。嫌いと思っている人には、良いところに目を向けます。

ころに目は向きません。けんかにな

自分のことを理解してくれる人ができれば、ゆとりが生まれ、これまで表に出て

こなかったこの子のやさしさが立ち居振る舞いに表れてきます。嫌いと思ってい

見つけることに考えを向けるように

ていねいなことばで的確に話をすれば

、教室での居心地がよくなります。

良いところに目が向きます。子ども同士の不満や問題は、国語の授業と思って指導し

風 のかたち
 

国語の授業と言っても時間割にある授業ではありません。子どもを見つめるときに国語の授

品格が備わると思っています

何年も前のことですが、何をするにも一緒で仲良くしている子どもがいたのですが、けんか

陰口を言いふらすようになったことがありました。担任が指導してもな

一方が、まずは自分がやめよう

何度も繰り返されるので

教室にはいつも穏やかで人の陰口を言わず、陰口に耳を傾けない

はいつもていねいなことばを使う子どもでした。そのことを

弟には腹が立ってきついことばを言うこともあるんです。」とにこやかに話す

している子どもに、このＡさんを理想のモデルとして、朝のあい

さつをすること、友達にていねいなことばを使うこと

した。はじめはぎこちなかったのですが、

じて頑張っていました。そのうち、その子

は残しつつも人を見つめる目線が変わってきました。

ていねいに話せば、心が落ち着く。的確なことばで話せば相手の理解が得られる。

て子どもを見ています。けんかになって、一方が相手がたたいてきたと言えば、いや違う、お

まえのほうが先だと言います。この時国語の授業をはじめます。

をして、時間の経過に沿って出来事と考えを話させます

っちだと気づきます。あるいは、はじめは相手が

を傷つけることばを言わなかったら、けんかにはならなかったと気づきます。

ったから相手は勘違いしてしまったと自分のことばの未熟さに気づきます。

ただ、初めに書いた子どもたちのように

相手のことを嫌いと思っているからです。好きな人なら

できません。嫌いと思っている人には、良いところに目を向けます。

ころに目は向きません。けんかになって尾を引く子どもは自分に自信がなく、心のゆとりがな

自分のことを理解してくれる人ができれば、ゆとりが生まれ、これまで表に出て

こなかったこの子のやさしさが立ち居振る舞いに表れてきます。嫌いと思ってい

けるように、変容していきます。

話をすれば、必ず理解してくれる人は現れます。

、教室での居心地がよくなります。

子ども同士の不満や問題は、国語の授業と思って指導し

のかたち
 

国語の授業と言っても時間割にある授業ではありません。子どもを見つめるときに国語の授

品格が備わると思っています

何年も前のことですが、何をするにも一緒で仲良くしている子どもがいたのですが、けんか

陰口を言いふらすようになったことがありました。担任が指導してもな

一方が、まずは自分がやめよう

何度も繰り返されるので我慢できなくなる・・・。そんな

教室にはいつも穏やかで人の陰口を言わず、陰口に耳を傾けない

はいつもていねいなことばを使う子どもでした。そのことを

弟には腹が立ってきついことばを言うこともあるんです。」とにこやかに話す

している子どもに、このＡさんを理想のモデルとして、朝のあい

さつをすること、友達にていねいなことばを使うこと

した。はじめはぎこちなかったのですが、続けることで

じて頑張っていました。そのうち、その子自身の立ち居振る舞いが変わりました。活発な個性

は残しつつも人を見つめる目線が変わってきました。

ていねいに話せば、心が落ち着く。的確なことばで話せば相手の理解が得られる。

て子どもを見ています。けんかになって、一方が相手がたたいてきたと言えば、いや違う、お

この時国語の授業をはじめます。

をして、時間の経過に沿って出来事と考えを話させます

っちだと気づきます。あるいは、はじめは相手がやってきたことだが

を傷つけることばを言わなかったら、けんかにはならなかったと気づきます。

ったから相手は勘違いしてしまったと自分のことばの未熟さに気づきます。

ただ、初めに書いた子どもたちのように、けんかになって尾を引くことはあ

相手のことを嫌いと思っているからです。好きな人なら

できません。嫌いと思っている人には、良いところに目を向けます。

って尾を引く子どもは自分に自信がなく、心のゆとりがな

自分のことを理解してくれる人ができれば、ゆとりが生まれ、これまで表に出て

こなかったこの子のやさしさが立ち居振る舞いに表れてきます。嫌いと思ってい

、変容していきます。

話をすれば、必ず理解してくれる人は現れます。

、教室での居心地がよくなります。そうすればゆとりが生まれ、

子ども同士の不満や問題は、国語の授業と思って指導し
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国語の授業と言っても時間割にある授業ではありません。子どもを見つめるときに国語の授

品格が備わると思っています。 

何年も前のことですが、何をするにも一緒で仲良くしている子どもがいたのですが、けんか

陰口を言いふらすようになったことがありました。担任が指導してもな

一方が、まずは自分がやめようと

我慢できなくなる・・・。そんな

教室にはいつも穏やかで人の陰口を言わず、陰口に耳を傾けない

はいつもていねいなことばを使う子どもでした。そのことを

弟には腹が立ってきついことばを言うこともあるんです。」とにこやかに話す

している子どもに、このＡさんを理想のモデルとして、朝のあい

さつをすること、友達にていねいなことばを使うこと、この２つを毎日続けることを提案しま

続けることで周りの

の立ち居振る舞いが変わりました。活発な個性

は残しつつも人を見つめる目線が変わってきました。 

ていねいに話せば、心が落ち着く。的確なことばで話せば相手の理解が得られる。

て子どもを見ています。けんかになって、一方が相手がたたいてきたと言えば、いや違う、お

この時国語の授業をはじめます。

をして、時間の経過に沿って出来事と考えを話させます。すると、もとをたどればどっちもど

やってきたことだが

を傷つけることばを言わなかったら、けんかにはならなかったと気づきます。

ったから相手は勘違いしてしまったと自分のことばの未熟さに気づきます。

、けんかになって尾を引くことはあ

相手のことを嫌いと思っているからです。好きな人なら許すことはできますが、嫌いな人には

できません。嫌いと思っている人には、良いところに目を向けます。

って尾を引く子どもは自分に自信がなく、心のゆとりがな

自分のことを理解してくれる人ができれば、ゆとりが生まれ、これまで表に出て

こなかったこの子のやさしさが立ち居振る舞いに表れてきます。嫌いと思ってい

、変容していきます。 

、必ず理解してくれる人は現れます。

そうすればゆとりが生まれ、

子ども同士の不満や問題は、国語の授業と思って指導し
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国語の授業と言っても時間割にある授業ではありません。子どもを見つめるときに国語の授

 

何年も前のことですが、何をするにも一緒で仲良くしている子どもがいたのですが、けんか

陰口を言いふらすようになったことがありました。担任が指導してもな

と考え、陰口を言われても聞き流

我慢できなくなる・・・。そんな

教室にはいつも穏やかで人の陰口を言わず、陰口に耳を傾けない

はいつもていねいなことばを使う子どもでした。そのことを感心して伝えれば

弟には腹が立ってきついことばを言うこともあるんです。」とにこやかに話す

している子どもに、このＡさんを理想のモデルとして、朝のあい

、この２つを毎日続けることを提案しま

りの人は努力を

の立ち居振る舞いが変わりました。活発な個性

ていねいに話せば、心が落ち着く。的確なことばで話せば相手の理解が得られる。

て子どもを見ています。けんかになって、一方が相手がたたいてきたと言えば、いや違う、お

この時国語の授業をはじめます。ていねいなことばを使う約束

。すると、もとをたどればどっちもど

やってきたことだが、そのあとに自分が相手

を傷つけることばを言わなかったら、けんかにはならなかったと気づきます。

ったから相手は勘違いしてしまったと自分のことばの未熟さに気づきます。

、けんかになって尾を引くことはあ

許すことはできますが、嫌いな人には

できません。嫌いと思っている人には、良いところに目を向けます。しかし、簡単には良いと

って尾を引く子どもは自分に自信がなく、心のゆとりがな

自分のことを理解してくれる人ができれば、ゆとりが生まれ、これまで表に出て

こなかったこの子のやさしさが立ち居振る舞いに表れてきます。嫌いと思ってい

、必ず理解してくれる人は現れます。

そうすればゆとりが生まれ、

子ども同士の不満や問題は、国語の授業と思って指導し

68 

 
7 年 7 月 1

安田小学校長 

国語の授業と言っても時間割にある授業ではありません。子どもを見つめるときに国語の授

何年も前のことですが、何をするにも一緒で仲良くしている子どもがいたのですが、けんか

陰口を言いふらすようになったことがありました。担任が指導してもな

考え、陰口を言われても聞き流

我慢できなくなる・・・。そんな仲違いが続きま

教室にはいつも穏やかで人の陰口を言わず、陰口に耳を傾けないＡさんがいました。

感心して伝えれば

弟には腹が立ってきついことばを言うこともあるんです。」とにこやかに話す

している子どもに、このＡさんを理想のモデルとして、朝のあい

、この２つを毎日続けることを提案しま

努力を分かってくれると信

の立ち居振る舞いが変わりました。活発な個性

ていねいに話せば、心が落ち着く。的確なことばで話せば相手の理解が得られる。

て子どもを見ています。けんかになって、一方が相手がたたいてきたと言えば、いや違う、お

ねいなことばを使う約束

。すると、もとをたどればどっちもど

、そのあとに自分が相手

を傷つけることばを言わなかったら、けんかにはならなかったと気づきます。あんなことを言

ったから相手は勘違いしてしまったと自分のことばの未熟さに気づきます。これが、国語の授

、けんかになって尾を引くことはあります。それは、

許すことはできますが、嫌いな人には

しかし、簡単には良いと

って尾を引く子どもは自分に自信がなく、心のゆとりがな

自分のことを理解してくれる人ができれば、ゆとりが生まれ、これまで表に出て

こなかったこの子のやさしさが立ち居振る舞いに表れてきます。嫌いと思っている人の良さを

、必ず理解してくれる人は現れます。理解してくれる

そうすればゆとりが生まれ、心が整い、相手の

子ども同士の不満や問題は、国語の授業と思って指導し

1 日 

安田小学校長   

国語の授業と言っても時間割にある授業ではありません。子どもを見つめるときに国語の授

何年も前のことですが、何をするにも一緒で仲良くしている子どもがいたのですが、けんか

陰口を言いふらすようになったことがありました。担任が指導してもな

考え、陰口を言われても聞き流

仲違いが続きま

がいました。

感心して伝えれば、「そう

弟には腹が立ってきついことばを言うこともあるんです。」とにこやかに話す

している子どもに、このＡさんを理想のモデルとして、朝のあい

、この２つを毎日続けることを提案しま

分かってくれると信

の立ち居振る舞いが変わりました。活発な個性

ていねいに話せば、心が落ち着く。的確なことばで話せば相手の理解が得られる。こう考え

て子どもを見ています。けんかになって、一方が相手がたたいてきたと言えば、いや違う、お

ねいなことばを使う約束

。すると、もとをたどればどっちもど

、そのあとに自分が相手

あんなことを言

これが、国語の授

ります。それは、

許すことはできますが、嫌いな人には

しかし、簡単には良いと

って尾を引く子どもは自分に自信がなく、心のゆとりがな

自分のことを理解してくれる人ができれば、ゆとりが生まれ、これまで表に出て

る人の良さを

理解してくれる

が整い、相手の

子ども同士の不満や問題は、国語の授業と思って指導しています。

新田 哲之

がいました。

ります。それは、

。 

哲之 
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 １４歳の中学生の棋士が話題になっています。ニュースで連勝記録を作ったことが報じられ、

テレビで

はていねいで的確、そして、勝利のために研究

チャレンジ

判断しチャレンジしている点は

 対局の映像を見て、はっとしたことがあります。勝敗が決まる

けた者が

下げてい

まるものもあります。ところが将棋は違います。

るのですが、

れを受け入れています

ちやくやしさはあったとしても、その感情を相手に見せません。勝者は飛び上がりたいほどの

喜びでしょうに、

全力を出して戦った者同士のお互いを敬う心の表れに思えます。そして、その場面はさらに続

きます。

ました。負けた方は一刻も早くその場を立ち去りたいのではと思うのですが、勝った者も負け

た者もたんたん

さを保つのですから、

 学校でも休み時間に

とはありません。勝負がついて自慢すること

子どもに

ちは真剣勝負だから、負けたらとても悔しいと思います。」と言っていました。「冷静にやら

ないと負けてしまう。」「負けましたというのも礼儀だけど、初めも礼をしている。」とも教

えてくれ、子どもはプロの対局や

 体育の授業では、勝ち負けの後にどこが良くてどこが足りないのか考えさせ

ほかの授

互いの考えを伝え合うためには、相手を

良い授業が生まれ、

ときに

的確なことばづかいを指導してきました。

子どもが、今はあいさつをしますし、すれ違えば

動する人になると信じています

 

プロ棋士の映像から

１４歳の中学生の棋士が話題になっています。ニュースで連勝記録を作ったことが報じられ、

テレビで本人の映像が映し出されていました。インタビューで

はていねいで的確、そして、勝利のために研究

チャレンジと通じるところが

判断しチャレンジしている点は

の映像を見て、はっとしたことがあります。勝敗が決まる

けた者が一礼していることです。将棋の競技をしたことがないので

下げています。競技というのは、得点やタイムを競うもの

まるものもあります。ところが将棋は違います。

るのですが、勝敗は

れを受け入れています

ちやくやしさはあったとしても、その感情を相手に見せません。勝者は飛び上がりたいほどの

喜びでしょうに、相手に見せません。私の勝手な解釈ですが、「負けました。」の

全力を出して戦った者同士のお互いを敬う心の表れに思えます。そして、その場面はさらに続

きます。２人は、勝負の決め手となったところまで対局を戻して話している光景が映し出され

ました。負けた方は一刻も早くその場を立ち去りたいのではと思うのですが、勝った者も負け

たんたんと局面を振り返っているようでした。将棋というのは勝負が決まった後も冷静

さを保つのですから、

学校でも休み時間に

とはありません。勝負がついて自慢すること

子どもに尋ねると、「ぼくた

ちは真剣勝負だから、負けたらとても悔しいと思います。」と言っていました。「冷静にやら

ないと負けてしまう。」「負けましたというのも礼儀だけど、初めも礼をしている。」とも教

えてくれ、子どもはプロの対局や

体育の授業では、勝ち負けの後にどこが良くてどこが足りないのか考えさせ

ほかの授業でもお互い知恵を出し合い、より良い考えを生み出すことを

互いの考えを伝え合うためには、相手を

良い授業が生まれ、

ときに落ち着きのない行動をとる子どもがいました。

的確なことばづかいを指導してきました。

子どもが、今はあいさつをしますし、すれ違えば

動する人になると信じています

風 

プロ棋士の映像から 

１４歳の中学生の棋士が話題になっています。ニュースで連勝記録を作ったことが報じられ、

本人の映像が映し出されていました。インタビューで

はていねいで的確、そして、勝利のために研究

と通じるところがありました

判断しチャレンジしている点は

の映像を見て、はっとしたことがあります。勝敗が決まる

していることです。将棋の競技をしたことがないので

。競技というのは、得点やタイムを競うもの

まるものもあります。ところが将棋は違います。

勝敗は対戦する２人が決め

れを受け入れています。そこには、勝者と敗者の敬う心が見て取れます。敗者は、負けた腹立

ちやくやしさはあったとしても、その感情を相手に見せません。勝者は飛び上がりたいほどの

相手に見せません。私の勝手な解釈ですが、「負けました。」の

全力を出して戦った者同士のお互いを敬う心の表れに思えます。そして、その場面はさらに続

２人は、勝負の決め手となったところまで対局を戻して話している光景が映し出され

ました。負けた方は一刻も早くその場を立ち去りたいのではと思うのですが、勝った者も負け

局面を振り返っているようでした。将棋というのは勝負が決まった後も冷静

さを保つのですから、将棋は文化で、

学校でも休み時間に将棋をしている子どもがいます。プロの棋士と同じく

とはありません。勝負がついて自慢すること

尋ねると、「ぼくたちは遊びでやっているので、争うことはありません。プロの人た

ちは真剣勝負だから、負けたらとても悔しいと思います。」と言っていました。「冷静にやら

ないと負けてしまう。」「負けましたというのも礼儀だけど、初めも礼をしている。」とも教

えてくれ、子どもはプロの対局や

体育の授業では、勝ち負けの後にどこが良くてどこが足りないのか考えさせ

業でもお互い知恵を出し合い、より良い考えを生み出すことを

互いの考えを伝え合うためには、相手を

良い授業が生まれ、良い授業で

きのない行動をとる子どもがいました。

的確なことばづかいを指導してきました。

子どもが、今はあいさつをしますし、すれ違えば

動する人になると信じています

風 のかたち
 

１４歳の中学生の棋士が話題になっています。ニュースで連勝記録を作ったことが報じられ、

本人の映像が映し出されていました。インタビューで

はていねいで的確、そして、勝利のために研究

ありました。

判断しチャレンジしている点は、自ら学ぶ力を

の映像を見て、はっとしたことがあります。勝敗が決まる

していることです。将棋の競技をしたことがないので

。競技というのは、得点やタイムを競うもの

まるものもあります。ところが将棋は違います。

対戦する２人が決めます

そこには、勝者と敗者の敬う心が見て取れます。敗者は、負けた腹立

ちやくやしさはあったとしても、その感情を相手に見せません。勝者は飛び上がりたいほどの

相手に見せません。私の勝手な解釈ですが、「負けました。」の

全力を出して戦った者同士のお互いを敬う心の表れに思えます。そして、その場面はさらに続

２人は、勝負の決め手となったところまで対局を戻して話している光景が映し出され

ました。負けた方は一刻も早くその場を立ち去りたいのではと思うのですが、勝った者も負け

局面を振り返っているようでした。将棋というのは勝負が決まった後も冷静

将棋は文化で、礼儀作法

将棋をしている子どもがいます。プロの棋士と同じく

とはありません。勝負がついて自慢すること

ちは遊びでやっているので、争うことはありません。プロの人た

ちは真剣勝負だから、負けたらとても悔しいと思います。」と言っていました。「冷静にやら

ないと負けてしまう。」「負けましたというのも礼儀だけど、初めも礼をしている。」とも教

えてくれ、子どもはプロの対局や身近な大人の方を見て、学んでいるようでした。

体育の授業では、勝ち負けの後にどこが良くてどこが足りないのか考えさせ

業でもお互い知恵を出し合い、より良い考えを生み出すことを

互いの考えを伝え合うためには、相手を敬う

良い授業で子どもは伸び

きのない行動をとる子どもがいました。

的確なことばづかいを指導してきました。

子どもが、今はあいさつをしますし、すれ違えば

動する人になると信じています。 

のかたち
 

１４歳の中学生の棋士が話題になっています。ニュースで連勝記録を作ったことが報じられ、

本人の映像が映し出されていました。インタビューで

はていねいで的確、そして、勝利のために研究していると聞き

ありました。詰将棋や

、自ら学ぶ力を磨いている

の映像を見て、はっとしたことがあります。勝敗が決まる

していることです。将棋の競技をしたことがないので

。競技というのは、得点やタイムを競うもの

まるものもあります。ところが将棋は違います。そばには記録係でしょうか、何人

対戦する２人が決めます。「負けました。」と声を出して

そこには、勝者と敗者の敬う心が見て取れます。敗者は、負けた腹立

ちやくやしさはあったとしても、その感情を相手に見せません。勝者は飛び上がりたいほどの

相手に見せません。私の勝手な解釈ですが、「負けました。」の

全力を出して戦った者同士のお互いを敬う心の表れに思えます。そして、その場面はさらに続

２人は、勝負の決め手となったところまで対局を戻して話している光景が映し出され

ました。負けた方は一刻も早くその場を立ち去りたいのではと思うのですが、勝った者も負け

局面を振り返っているようでした。将棋というのは勝負が決まった後も冷静

礼儀作法の表れを見たように

将棋をしている子どもがいます。プロの棋士と同じく

とはありません。勝負がついて自慢することや腹を立てることはありません。将棋をしている

ちは遊びでやっているので、争うことはありません。プロの人た

ちは真剣勝負だから、負けたらとても悔しいと思います。」と言っていました。「冷静にやら

ないと負けてしまう。」「負けましたというのも礼儀だけど、初めも礼をしている。」とも教

身近な大人の方を見て、学んでいるようでした。

体育の授業では、勝ち負けの後にどこが良くてどこが足りないのか考えさせ

業でもお互い知恵を出し合い、より良い考えを生み出すことを

互いの考えを伝え合うためには、相手を敬う態度が必要です。言い換えれば、敬う心があれば、

子どもは伸びます。

きのない行動をとる子どもがいました。

的確なことばづかいを指導してきました。ポケットに手を入れて毎朝

子どもが、今はあいさつをしますし、すれ違えば会釈をしてくれます。必ず、冷静に考えて行

のかたち 
 

１４歳の中学生の棋士が話題になっています。ニュースで連勝記録を作ったことが報じられ、

本人の映像が映し出されていました。インタビューで

していると聞き

詰将棋や人工知能など

磨いていることがうかがえます。

の映像を見て、はっとしたことがあります。勝敗が決まる

していることです。将棋の競技をしたことがないので

。競技というのは、得点やタイムを競うものがあれば、審判がいてその判断で決

そばには記録係でしょうか、何人

。「負けました。」と声を出して

そこには、勝者と敗者の敬う心が見て取れます。敗者は、負けた腹立

ちやくやしさはあったとしても、その感情を相手に見せません。勝者は飛び上がりたいほどの

相手に見せません。私の勝手な解釈ですが、「負けました。」の

全力を出して戦った者同士のお互いを敬う心の表れに思えます。そして、その場面はさらに続

２人は、勝負の決め手となったところまで対局を戻して話している光景が映し出され

ました。負けた方は一刻も早くその場を立ち去りたいのではと思うのですが、勝った者も負け

局面を振り返っているようでした。将棋というのは勝負が決まった後も冷静

の表れを見たように

将棋をしている子どもがいます。プロの棋士と同じく

腹を立てることはありません。将棋をしている

ちは遊びでやっているので、争うことはありません。プロの人た

ちは真剣勝負だから、負けたらとても悔しいと思います。」と言っていました。「冷静にやら

ないと負けてしまう。」「負けましたというのも礼儀だけど、初めも礼をしている。」とも教

大人の方を見て、学んでいるようでした。

体育の授業では、勝ち負けの後にどこが良くてどこが足りないのか考えさせ

業でもお互い知恵を出し合い、より良い考えを生み出すことを

態度が必要です。言い換えれば、敬う心があれば、

ます。 

きのない行動をとる子どもがいました。１年生の頃から

ポケットに手を入れて毎朝

会釈をしてくれます。必ず、冷静に考えて行
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１４歳の中学生の棋士が話題になっています。ニュースで連勝記録を作ったことが報じられ、

本人の映像が映し出されていました。インタビューでは礼儀正しく応じ、話すことば

していると聞き、３つの目標の、礼儀・国語力・

人工知能など自分を強くするために思考・

ことがうかがえます。

の映像を見て、はっとしたことがあります。勝敗が決まるときは「負けました。」と

していることです。将棋の競技をしたことがないので想像ですが、明らかに頭を

あれば、審判がいてその判断で決

そばには記録係でしょうか、何人

。「負けました。」と声を出して

そこには、勝者と敗者の敬う心が見て取れます。敗者は、負けた腹立

ちやくやしさはあったとしても、その感情を相手に見せません。勝者は飛び上がりたいほどの

相手に見せません。私の勝手な解釈ですが、「負けました。」の

全力を出して戦った者同士のお互いを敬う心の表れに思えます。そして、その場面はさらに続

２人は、勝負の決め手となったところまで対局を戻して話している光景が映し出され

ました。負けた方は一刻も早くその場を立ち去りたいのではと思うのですが、勝った者も負け

局面を振り返っているようでした。将棋というのは勝負が決まった後も冷静

の表れを見たように思いました。

将棋をしている子どもがいます。プロの棋士と同じく

腹を立てることはありません。将棋をしている

ちは遊びでやっているので、争うことはありません。プロの人た

ちは真剣勝負だから、負けたらとても悔しいと思います。」と言っていました。「冷静にやら

ないと負けてしまう。」「負けましたというのも礼儀だけど、初めも礼をしている。」とも教

大人の方を見て、学んでいるようでした。

体育の授業では、勝ち負けの後にどこが良くてどこが足りないのか考えさせ

業でもお互い知恵を出し合い、より良い考えを生み出すことを大事にしています

態度が必要です。言い換えれば、敬う心があれば、

１年生の頃からていねいなあいさつや

ポケットに手を入れて毎朝私の前を素通りしていた

会釈をしてくれます。必ず、冷静に考えて行
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7 年 7 月 13

安田小学校長 

１４歳の中学生の棋士が話題になっています。ニュースで連勝記録を作ったことが報じられ、

礼儀正しく応じ、話すことば

３つの目標の、礼儀・国語力・

自分を強くするために思考・

ことがうかがえます。 

「負けました。」と

想像ですが、明らかに頭を

あれば、審判がいてその判断で決

そばには記録係でしょうか、何人かの人がい

。「負けました。」と声を出して伝え、

そこには、勝者と敗者の敬う心が見て取れます。敗者は、負けた腹立

ちやくやしさはあったとしても、その感情を相手に見せません。勝者は飛び上がりたいほどの

相手に見せません。私の勝手な解釈ですが、「負けました。」のことば

全力を出して戦った者同士のお互いを敬う心の表れに思えます。そして、その場面はさらに続

２人は、勝負の決め手となったところまで対局を戻して話している光景が映し出され

ました。負けた方は一刻も早くその場を立ち去りたいのではと思うのですが、勝った者も負け

局面を振り返っているようでした。将棋というのは勝負が決まった後も冷静

思いました。 

将棋をしている子どもがいます。プロの棋士と同じく勝ち負けで争うこ

腹を立てることはありません。将棋をしている

ちは遊びでやっているので、争うことはありません。プロの人た

ちは真剣勝負だから、負けたらとても悔しいと思います。」と言っていました。「冷静にやら

ないと負けてしまう。」「負けましたというのも礼儀だけど、初めも礼をしている。」とも教

大人の方を見て、学んでいるようでした。 

体育の授業では、勝ち負けの後にどこが良くてどこが足りないのか考えさせることをします

大事にしています

態度が必要です。言い換えれば、敬う心があれば、

ていねいなあいさつや

の前を素通りしていた

会釈をしてくれます。必ず、冷静に考えて行

13 日 

安田小学校長   

１４歳の中学生の棋士が話題になっています。ニュースで連勝記録を作ったことが報じられ、

礼儀正しく応じ、話すことば

３つの目標の、礼儀・国語力・

自分を強くするために思考・

「負けました。」と負

想像ですが、明らかに頭を

あれば、審判がいてその判断で決

かの人がい

伝え、相手はそ

そこには、勝者と敗者の敬う心が見て取れます。敗者は、負けた腹立

ちやくやしさはあったとしても、その感情を相手に見せません。勝者は飛び上がりたいほどの

ことばは、

全力を出して戦った者同士のお互いを敬う心の表れに思えます。そして、その場面はさらに続

２人は、勝負の決め手となったところまで対局を戻して話している光景が映し出され

ました。負けた方は一刻も早くその場を立ち去りたいのではと思うのですが、勝った者も負け

局面を振り返っているようでした。将棋というのは勝負が決まった後も冷静

勝ち負けで争うこ

腹を立てることはありません。将棋をしている

ちは遊びでやっているので、争うことはありません。プロの人た

ちは真剣勝負だから、負けたらとても悔しいと思います。」と言っていました。「冷静にやら

ないと負けてしまう。」「負けましたというのも礼儀だけど、初めも礼をしている。」とも教

 

ることをします。

大事にしています。お

態度が必要です。言い換えれば、敬う心があれば、

ていねいなあいさつや

の前を素通りしていた

会釈をしてくれます。必ず、冷静に考えて行

新田 哲之

１４歳の中学生の棋士が話題になっています。ニュースで連勝記録を作ったことが報じられ、

３つの目標の、礼儀・国語力・

。

態度が必要です。言い換えれば、敬う心があれば、

哲之 



 

 

   思考する子ども

 

 卒業したばかりの中学生がこの夏に

すが仲間と再会す

れが前を向いて生活していることがうかがえました。卒業していくときに子どもたちには、

「小学校ではやりたいことをやり通せた
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といいました。わたしは、・・・・ 

「あなたよりはやいかも」と言われて、この子は

一生懸命走ったのにこんなこと言われてしょんぼりする

いじわるを言う意図のないＡさんが意地の悪い人

何気ない一言が傷つける

Ａさんに一緒に走ってみようと持ち掛けています。

「あさきゅうけいに、かけっこしよう。」

いわれたときは、ちょっとそうかなとおもったけど、そのあと、あしたまけないぞとおも

 

我が子の前向き

、しっかり育っています。子どもは大人の鏡

下を向くのではなく、人を否定するのではなく、

一歩踏み出す子どもの姿が見られ、うれしく思いました。

のかたち
 

子どもたちには折々に、目標を持つこと、立てた目標を

こんな人になり

目標を決めること、

は一心にやってみること（体で考える）、4 年生から

は先を見通して考えること（未来を考える）を授業で指導

し、夢と希望を持つ子どもを育てようとしています。

かなうものではありません。

。それでも前を向いて一歩踏み出せば、その過程で知識と技能は獲得され、

強化されます。先日、夢を実現して大学生になった教え子が、「先生、

。大学に入って勉強が難しくて大変

ばいいかを考えるようになった。それに、少々のことではくじけない。やる気も根気も続く。」

聞けば、広島を離れて九州の予備校で浪人生活を送

予備校に入り直したそうです。一度決めたことは変えたくない

でしょうが、この 1 年間は良かったと

運動会のかけっこの

めにたいいくがありました。 

たいいくは、かけっこをしました。かけっこでは６にんではしり、わたしは、３いだった

「わたしは６いだったけど、あなたよりははやいかも。」

言われて、この子は

一生懸命走ったのにこんなこと言われてしょんぼりする

いじわるを言う意図のないＡさんが意地の悪い人

何気ない一言が傷つけることはあ

一緒に走ってみようと持ち掛けています。

「あさきゅうけいに、かけっこしよう。」 

いわれたときは、ちょっとそうかなとおもったけど、そのあと、あしたまけないぞとおも

前向きではない様子を

、しっかり育っています。子どもは大人の鏡

人を否定するのではなく、

一歩踏み出す子どもの姿が見られ、うれしく思いました。

のかたち 
 

子どもたちには折々に、目標を持つこと、立てた目標をかなえるためにやり通しなさいと話

こんな人になりたいな、こんなことができたらいいな

目標を決めること、③決めた目標に対して、

年生から 5 年生は何をどうするか考えてからやっ

は先を見通して考えること（未来を考える）を授業で指導

し、夢と希望を持つ子どもを育てようとしています。 

かなうものではありません。かなわないことで下をうつむくことがあり

、その過程で知識と技能は獲得され、

強化されます。先日、夢を実現して大学生になった教え子が、「先生、

って勉強が難しくて大変

ばいいかを考えるようになった。それに、少々のことではくじけない。やる気も根気も続く。」

聞けば、広島を離れて九州の予備校で浪人生活を送

予備校に入り直したそうです。一度決めたことは変えたくない

年間は良かったと

かけっこの練習で、走順の違うＡさんから声をかけら

たいいくは、かけっこをしました。かけっこでは６にんではしり、わたしは、３いだった

「わたしは６いだったけど、あなたよりははやいかも。」 

言われて、この子はどうしたでしょうか？

一生懸命走ったのにこんなこと言われてしょんぼりする、あるいは、いじわると捉えて不満を

いじわるを言う意図のないＡさんが意地の悪い人

ことはありますが、

一緒に走ってみようと持ち掛けています。

いわれたときは、ちょっとそうかなとおもったけど、そのあと、あしたまけないぞとおも

ではない様子を見て、親は心を痛めている。」と

子どもは大人の鏡ですから前を向く姿を見せておられ

人を否定するのではなく、

一歩踏み出す子どもの姿が見られ、うれしく思いました。 
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かなえるためにやり通しなさいと話
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③決めた目標に対して、

年生は何をどうするか考えてからやっ

は先を見通して考えること（未来を考える）を授業で指導

かなわないことで下をうつむくことがあり

、その過程で知識と技能は獲得され、

強化されます。先日、夢を実現して大学生になった教え子が、「先生、

って勉強が難しくて大変だけど、どうやって勉強すれ

ばいいかを考えるようになった。それに、少々のことではくじけない。やる気も根気も続く。」

聞けば、広島を離れて九州の予備校で浪人生活を送り

予備校に入り直したそうです。一度決めたことは変えたくない

年間は良かったと、考えを前に向けていました

練習で、走順の違うＡさんから声をかけら

たいいくは、かけっこをしました。かけっこでは６にんではしり、わたしは、３いだった

どうしたでしょうか？

、あるいは、いじわると捉えて不満を

いじわるを言う意図のないＡさんが意地の悪い人

すが、この子は、しょんぼりする

一緒に走ってみようと持ち掛けています。

いわれたときは、ちょっとそうかなとおもったけど、そのあと、あしたまけないぞとおも

見て、親は心を痛めている。」と

ですから前を向く姿を見せておられ
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年生は何をどうするか考えてからやっ

は先を見通して考えること（未来を考える）を授業で指導

かなわないことで下をうつむくことがあり

、その過程で知識と技能は獲得され、自ら学ぶ力と

強化されます。先日、夢を実現して大学生になった教え子が、「先生、

だけど、どうやって勉強すれ

ばいいかを考えるようになった。それに、少々のことではくじけない。やる気も根気も続く。」

り、その後予備校と寮

予備校に入り直したそうです。一度決めたことは変えたくない

、考えを前に向けていました

練習で、走順の違うＡさんから声をかけら

たいいくは、かけっこをしました。かけっこでは６にんではしり、わたしは、３いだった

どうしたでしょうか？もしかすると
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いじわるを言う意図のないＡさんが意地の悪い人とみなされる
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一緒に走ってみようと持ち掛けています。 

いわれたときは、ちょっとそうかなとおもったけど、そのあと、あしたまけないぞとおも

見て、親は心を痛めている。」と

ですから前を向く姿を見せておられ

Push On！考えを前に向け

月 3 日 
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かなえるためにやり通しなさいと話

、こんなことができたらいいなと思

年生から 3 年生

年生は何をどうするか考えてからやっ

は先を見通して考えること（未来を考える）を授業で指導

かなわないことで下をうつむくことがあり

自ら学ぶ力と

強化されます。先日、夢を実現して大学生になった教え子が、「先生、

だけど、どうやって勉強すれ

ばいいかを考えるようになった。それに、少々のことではくじけない。やる気も根気も続く。」

予備校と寮

予備校に入り直したそうです。一度決めたことは変えたくない

、考えを前に向けていました。 

練習で、走順の違うＡさんから声をかけら

たいいくは、かけっこをしました。かけっこでは６にんではしり、わたしは、３いだった

もしかすると

、あるいは、いじわると捉えて不満を

みなされるかも

この子は、しょんぼりするで

いわれたときは、ちょっとそうかなとおもったけど、そのあと、あしたまけないぞとおも

見て、親は心を痛めている。」と

ですから前を向く姿を見せておられ

！考えを前に向けて
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 授業では、「ふしぎだなあ。」「おもしろそうだなあ。」「なぜ、そうなるのだろう

不思議に思い、興味を持つことや疑問を持つことをきっかけに学習を始めます。初めは漠然と

した思いですが、事象

を見つける」ことをしていきます。この一連の過程で、子どもは「考える」ことをしています。

子どもに、「もっと考えなさい。」と言っても、考える術を教えなければ考えることはできま

せん。来週は算数のテストがあるから勉強しておきなさいと言われても、何をどうすればよい

のかが子どもにはわかりません。

うのは、教師でなくても誰でもできます。

をどうやって勉強するのか、その内容と方法を見つける力

  

では、これで「考える」ことができるかというと、そうではありません。

には意志力が必要です。ある目標に向かってやり通す意志の力

 

「もっと速く走りたい。」と思いを持った

走っています。仲間ができたようで、競いながら走っています。

「もっと速く走りたい。」と思いを持った

を抜かないで走ります。」聞けば、昨年は最下位

と言っています。

「リレーでバトンパスを成功させたい。」と思いを持った

動をとるタイプではないのですが、リレー

落とさないことを目標にして、練習をしています。

「リレーでバトンパスを成功させたい。」と思いを持った

るのが遅くて、リレーでは足を引っ張ってしまうかもしれない。そうならないようにバトンを

手渡す時には「はい！」と声でパスをする、バトンをもらうときは、後ろを向かないで声を合

図にバトンをつかむ、

「応援係

力が出るように、みんなを

運動会を前にけがをして競技に出られない子どもがい

けで役割を持って、居てもらわなくては困る人になっています。必要とされる人です。

 

考えを前に向ける子どもがいることをうれしく思います。希望を持ち、夢に向かって考えを

前に向ける

 

考えを前に向ける

授業では、「ふしぎだなあ。」「おもしろそうだなあ。」「なぜ、そうなるのだろう

不思議に思い、興味を持つことや疑問を持つことをきっかけに学習を始めます。初めは漠然と

した思いですが、事象

を見つける」ことをしていきます。この一連の過程で、子どもは「考える」ことをしています。

子どもに、「もっと考えなさい。」と言っても、考える術を教えなければ考えることはできま

せん。来週は算数のテストがあるから勉強しておきなさいと言われても、何をどうすればよい

が子どもにはわかりません。

うのは、教師でなくても誰でもできます。

をどうやって勉強するのか、その内容と方法を見つける力

では、これで「考える」ことができるかというと、そうではありません。

意志力が必要です。ある目標に向かってやり通す意志の力

「もっと速く走りたい。」と思いを持った

走っています。仲間ができたようで、競いながら走っています。

「もっと速く走りたい。」と思いを持った

を抜かないで走ります。」聞けば、昨年は最下位

ています。 

「リレーでバトンパスを成功させたい。」と思いを持った

動をとるタイプではないのですが、リレー

落とさないことを目標にして、練習をしています。

「リレーでバトンパスを成功させたい。」と思いを持った

るのが遅くて、リレーでは足を引っ張ってしまうかもしれない。そうならないようにバトンを

手渡す時には「はい！」と声でパスをする、バトンをもらうときは、後ろを向かないで声を合

図にバトンをつかむ、

「応援係になってチームの力を上げたい。」と思いを持った

力が出るように、みんなを

運動会を前にけがをして競技に出られない子どもがい

で役割を持って、居てもらわなくては困る人になっています。必要とされる人です。

考えを前に向ける子どもがいることをうれしく思います。希望を持ち、夢に向かって考えを

前に向ける子どもを育てる

風 

考えを前に向ける（２）

授業では、「ふしぎだなあ。」「おもしろそうだなあ。」「なぜ、そうなるのだろう

不思議に思い、興味を持つことや疑問を持つことをきっかけに学習を始めます。初めは漠然と

した思いですが、事象（教材）

を見つける」ことをしていきます。この一連の過程で、子どもは「考える」ことをしています。

子どもに、「もっと考えなさい。」と言っても、考える術を教えなければ考えることはできま

せん。来週は算数のテストがあるから勉強しておきなさいと言われても、何をどうすればよい

が子どもにはわかりません。

うのは、教師でなくても誰でもできます。

をどうやって勉強するのか、その内容と方法を見つける力

では、これで「考える」ことができるかというと、そうではありません。

意志力が必要です。ある目標に向かってやり通す意志の力

「もっと速く走りたい。」と思いを持った

走っています。仲間ができたようで、競いながら走っています。

「もっと速く走りたい。」と思いを持った

を抜かないで走ります。」聞けば、昨年は最下位

 

「リレーでバトンパスを成功させたい。」と思いを持った

動をとるタイプではないのですが、リレー

落とさないことを目標にして、練習をしています。

「リレーでバトンパスを成功させたい。」と思いを持った

るのが遅くて、リレーでは足を引っ張ってしまうかもしれない。そうならないようにバトンを

手渡す時には「はい！」と声でパスをする、バトンをもらうときは、後ろを向かないで声を合

図にバトンをつかむ、2 人の信頼を作りますと言っています。

になってチームの力を上げたい。」と思いを持った

力が出るように、みんなを Push on

運動会を前にけがをして競技に出られない子どもがい

で役割を持って、居てもらわなくては困る人になっています。必要とされる人です。

考えを前に向ける子どもがいることをうれしく思います。希望を持ち、夢に向かって考えを

子どもを育てる学校にしていきます

風 のかたち
 

（２） 

授業では、「ふしぎだなあ。」「おもしろそうだなあ。」「なぜ、そうなるのだろう

不思議に思い、興味を持つことや疑問を持つことをきっかけに学習を始めます。初めは漠然と

（教材）を見聞きするうちに、

を見つける」ことをしていきます。この一連の過程で、子どもは「考える」ことをしています。

子どもに、「もっと考えなさい。」と言っても、考える術を教えなければ考えることはできま

せん。来週は算数のテストがあるから勉強しておきなさいと言われても、何をどうすればよい

が子どもにはわかりません。その学習内容や方法を教えないでおいて、勉強しなさいとい

うのは、教師でなくても誰でもできます。

をどうやって勉強するのか、その内容と方法を見つける力

では、これで「考える」ことができるかというと、そうではありません。

意志力が必要です。ある目標に向かってやり通す意志の力

「もっと速く走りたい。」と思いを持った

走っています。仲間ができたようで、競いながら走っています。

「もっと速く走りたい。」と思いを持った

を抜かないで走ります。」聞けば、昨年は最下位

「リレーでバトンパスを成功させたい。」と思いを持った

動をとるタイプではないのですが、リレー

落とさないことを目標にして、練習をしています。

「リレーでバトンパスを成功させたい。」と思いを持った

るのが遅くて、リレーでは足を引っ張ってしまうかもしれない。そうならないようにバトンを

手渡す時には「はい！」と声でパスをする、バトンをもらうときは、後ろを向かないで声を合

人の信頼を作りますと言っています。

になってチームの力を上げたい。」と思いを持った

Push on する

運動会を前にけがをして競技に出られない子どもがい

で役割を持って、居てもらわなくては困る人になっています。必要とされる人です。

考えを前に向ける子どもがいることをうれしく思います。希望を持ち、夢に向かって考えを

学校にしていきます

のかたち
 

授業では、「ふしぎだなあ。」「おもしろそうだなあ。」「なぜ、そうなるのだろう

不思議に思い、興味を持つことや疑問を持つことをきっかけに学習を始めます。初めは漠然と

を見聞きするうちに、

を見つける」ことをしていきます。この一連の過程で、子どもは「考える」ことをしています。

子どもに、「もっと考えなさい。」と言っても、考える術を教えなければ考えることはできま

せん。来週は算数のテストがあるから勉強しておきなさいと言われても、何をどうすればよい

その学習内容や方法を教えないでおいて、勉強しなさいとい

うのは、教師でなくても誰でもできます。何が学習課題なのか見極め把握する力やどんな勉強

をどうやって勉強するのか、その内容と方法を見つける力

では、これで「考える」ことができるかというと、そうではありません。

意志力が必要です。ある目標に向かってやり通す意志の力

「もっと速く走りたい。」と思いを持った 3 年生がいます。目標を立てて、毎朝グラウンドを

走っています。仲間ができたようで、競いながら走っています。

「もっと速く走りたい。」と思いを持った 4 年生がいます。「わたしは、運動会で

を抜かないで走ります。」聞けば、昨年は最下位で

「リレーでバトンパスを成功させたい。」と思いを持った

動をとるタイプではないのですが、リレーチームのリーダーになり

落とさないことを目標にして、練習をしています。

「リレーでバトンパスを成功させたい。」と思いを持った

るのが遅くて、リレーでは足を引っ張ってしまうかもしれない。そうならないようにバトンを

手渡す時には「はい！」と声でパスをする、バトンをもらうときは、後ろを向かないで声を合

人の信頼を作りますと言っています。

になってチームの力を上げたい。」と思いを持った

する応援をすると言っています。

運動会を前にけがをして競技に出られない子どもがい

で役割を持って、居てもらわなくては困る人になっています。必要とされる人です。

考えを前に向ける子どもがいることをうれしく思います。希望を持ち、夢に向かって考えを

学校にしていきます。 

のかたち 
 

授業では、「ふしぎだなあ。」「おもしろそうだなあ。」「なぜ、そうなるのだろう

不思議に思い、興味を持つことや疑問を持つことをきっかけに学習を始めます。初めは漠然と

を見聞きするうちに、「学習課題を決め」、「学習内容や方法

を見つける」ことをしていきます。この一連の過程で、子どもは「考える」ことをしています。

子どもに、「もっと考えなさい。」と言っても、考える術を教えなければ考えることはできま

せん。来週は算数のテストがあるから勉強しておきなさいと言われても、何をどうすればよい

その学習内容や方法を教えないでおいて、勉強しなさいとい

学習課題なのか見極め把握する力やどんな勉強

をどうやって勉強するのか、その内容と方法を見つける力を育てるのが、教師です。

では、これで「考える」ことができるかというと、そうではありません。

意志力が必要です。ある目標に向かってやり通す意志の力

年生がいます。目標を立てて、毎朝グラウンドを

走っています。仲間ができたようで、競いながら走っています。
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参加するのではなく、運動会は創り上げるものだという意識がありました。

「よくやった。」と言える運動会でした。
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なく，「なるほど、Ａがいいのか。あなたはＡが好きなのですね。」という傾聴や共感が、「ハ

サミを借りてくれて助かる。」という感謝があり、心が通う関係が見て取れます。
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信感を持たれてしまうのだそうです。仲間との話にも関われず、愛想の悪い人と思われてしま

います。会社を経

ュニケーション能力です。自分のアイデアを伝えることや相手を受け入れることができなけれ

ば仕事にならないと聞きました。人と人が向かい合って、考えを伝え合い、互いの考えを理解

することから、ものごとは始まるのです。
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うこと。もう一つは、家の人や先生に「こうするのですよ。」と教えてもらっ
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することから、ものごとは始まるのです。 

学校教育では、「ていねいに聞く」ことを指導しています。子どもたちには、話す相手に体

を向けて聞くことを習慣づけています。教師の話を聞くとき、仲間の発表を聞くときも体を向

人で話し合うときも体を向け、互いの考えを聞き合いま

「ていねいに話す」ことも指導しています。

くん・です・ます」をつけて話すことを習慣づけます。今週

の授業をしました。体を向けて聞くことや「さん・くん・で

新しいことを覚えるのが学ぶことの喜びですから、２つのことを教えました。

１つは、お弁当箱を家の人に渡すとき、「おいしいお弁当をありがとうございました。」と言

うこと。もう一つは、家の人や先生に「こうするのですよ。」と教えてもらっ

ありがとうございました。」と言うこと。次の日に、

「おいしいお弁当をありがとうございました。」と

に食べてくれてありがとう。」と言ってくれました。分からないところを教えてもらったとき

に、「ご指導ありがとうございました。」と言いました。・・・こうやって対話することが好
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幼稚園の先生から話を伺う機会がありました。自分の思いを伝えられないことや順序立てて

話せないことから、話す力をつける取り組みをされているそうです。「Ａがいい。」と話すの

ではなく、「ＡとＢを比べたら、Ａのほうがおもしろそうなので、Ａを選びました。」順序

く話せるように練習をされています。「Ａ先生からハサミを借りてきてください。」と用事を

頼んで、Ａ先生に依頼内容を伝えさせ、「Ａ先生からハサミを借りてきました。」と報告させ

るのだそうです。こうやって話す機会を作ることで力をつけておられます。そこには訓練では

く，「なるほど、Ａがいいのか。あなたはＡが好きなのですね。」という傾聴や共感が、「ハ

サミを借りてくれて助かる。」という感謝があり、心が通う関係が見て取れます。

マザリングということばがあるそうです。人は話を聞くときに

のときに母親とのコミュニケーションによって培われる能力が身についていないとう

なずけない人になってしまうそうです。マザリングとは母子で交わす会話のことで、赤ちゃん

が、「ぶぅ。」と言えば、母親が、「ぶぅねえ。」と返し、ことばを受け止めます。このマザ

が十分に行われず、良いタイミングでうなずけずに育つと、大人になっても対話が成立

しないことがあります。会社で上司からの説明にうまくうなずけず、話を聞いているの？と不

信感を持たれてしまうのだそうです。仲間との話にも関われず、愛想の悪い人と思われてしま
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１つは、お弁当箱を家の人に渡すとき、「おいしいお弁当をありがとうございました。」と言

うこと。もう一つは、家の人や先生に「こうするのですよ。」と教えてもらっ

ありがとうございました。」と言うこと。次の日に、1 年生がさっそく敬うことばを使ったと

「おいしいお弁当をありがとうございました。」と言いました。お母さんは「きれい

に食べてくれてありがとう。」と言ってくれました。分からないところを教えてもらったとき

ました。・・・こうやって対話することが好

きで、敬うことばでていねいに話して、ていねいに聞く子どもにしていきます。
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年生がさっそく敬うことばを使ったと
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たら、「ご指導

年生がさっそく敬うことばを使ったと
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に食べてくれてありがとう。」と言ってくれました。分からないところを教えてもらったとき

ました。・・・こうやって対話することが好
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 学校行事の前に普段できないところを掃除していると、それを見かけた

にしていただいてありがとうございます。」と言ってきました。休み時間に

を通ると、「

てくれました。

く思います。

こんな頃があったのかなあ。

年生にきれいな場所で落ち着いて勉強できる環境を作りたい。」と話してくれました。

は敬意と

 

教育実習に来た卒業生のＡさん。私のところにやってきて、いちばん先に話したのが感謝の

ことばでした。「小学校

時間に教えてもらいました。ありがとうございまし

に私のためにやってもらったことが有り難いと言っていました。

環境の中で育てられている子どものために力を尽くしたい

は、目立つ子ではな

の計算の学習も苦にせず、できるようになるまで私のところに来ていました

かないよう

ので、周りから特別ほめられることはなく、感謝されるわけでもなかった

やりたいからやるといったふうだったのを覚えています。大人になったＡさんを見て、敬意を

もって感謝する人というのは、

 

学校というところは、国語や算数の学力をつけるだけではありません。広い意味の教育をす

るところです。社会の中で生きていくための学びの場です。朝、教室

つを交わすこと、学習するものを机の中に収めて準備をしておくことを学びます。順番に日直

を務めることや行事があれば何らかの役割を務めることを学びます。仲間といっしょに食事を

することや掃除をして明日に備えること、学校生活すべて

ているのです。この学びを通して感謝する心も育てます。

 

明日は文化祭です。学習の発表の場であるとともに、普段はできない楽しい活動ができます。

楽しいことの裏には

と考えています。
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るところです。社会の中で生きていくための学びの場です。朝、教室

つを交わすこと、学習するものを机の中に収めて準備をしておくことを学びます。順番に日直

を務めることや行事があれば何らかの役割を務めることを学びます。仲間といっしょに食事を

することや掃除をして明日に備えること、学校生活すべて

るのです。この学びを通して感謝する心も育てます。

明日は文化祭です。学習の発表の場であるとともに、普段はできない楽しい活動ができます。

汗を流す人がいます。汗を流す人の存在を知り、感謝することの

のかたち
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人のために尽くすリーダーシップが備わっています。

教育実習に来た卒業生のＡさん。私のところにやってきて、いちばん先に話したのが感謝の

年生の時、わたしは計算がすらすらできなかったので、先生に休み

時間に教えてもらいました。ありがとうございまし

に私のためにやってもらったことが有り難いと言っていました。

環境の中で育てられている子どものために力を尽くしたい

、人が見ていないところでもこつこつ努力する子どもでした。休み時

の計算の学習も苦にせず、できるようになるまで私のところに来ていました

な場所をやり、日直の務めも黙々とやっていました。表だってやるタイプではない

ので、周りから特別ほめられることはなく、感謝されるわけでもなかった

やりたいからやるといったふうだったのを覚えています。大人になったＡさんを見て、敬意を
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を務めることや行事があれば何らかの役割を務めることを学びます。仲間といっしょに食事を

することや掃除をして明日に備えること、学校生活すべて
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汗を流す人がいます。汗を流す人の存在を知り、感謝することの
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年生にきれいな場所で落ち着いて勉強できる環境を作りたい。」と話してくれました。

人のために尽くすリーダーシップが備わっています。

教育実習に来た卒業生のＡさん。私のところにやってきて、いちばん先に話したのが感謝の

年生の時、わたしは計算がすらすらできなかったので、先生に休み

時間に教えてもらいました。ありがとうございました。」少し恥ずかしそうに、そして、特別

に私のためにやってもらったことが有り難いと言っていました。

環境の中で育てられている子どものために力を尽くしたいと教えてくれました。

、人が見ていないところでもこつこつ努力する子どもでした。休み時

の計算の学習も苦にせず、できるようになるまで私のところに来ていました
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ので、周りから特別ほめられることはなく、感謝されるわけでもなかった

やりたいからやるといったふうだったのを覚えています。大人になったＡさんを見て、敬意を

主体性をもって社会に貢献している人ではないかと思いました。

学校というところは、国語や算数の学力をつけるだけではありません。広い意味の教育をす

るところです。社会の中で生きていくための学びの場です。朝、教室

つを交わすこと、学習するものを机の中に収めて準備をしておくことを学びます。順番に日直

を務めることや行事があれば何らかの役割を務めることを学びます。仲間といっしょに食事を

することや掃除をして明日に備えること、学校生活すべてが社会に出て必要なことの

るのです。この学びを通して感謝する心も育てます。 

明日は文化祭です。学習の発表の場であるとともに、普段はできない楽しい活動ができます。

汗を流す人がいます。汗を流す人の存在を知り、感謝することの
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にしていただいてありがとうございます。」と言ってきました。休み時間に

と言えました。」と誇らしげに教え

が少しずつ浸透し、身についていることをうれし

年生の机やいすはとても小さくて、わたしも

掃除をしてもらっていたんだなあ。掃除をがんばって

年生にきれいな場所で落ち着いて勉強できる環境を作りたい。」と話してくれました。

人のために尽くすリーダーシップが備わっています。 

教育実習に来た卒業生のＡさん。私のところにやってきて、いちばん先に話したのが感謝の

年生の時、わたしは計算がすらすらできなかったので、先生に休み
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に私のためにやってもらったことが有り難いと言っていました。今後は、

と教えてくれました。
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つを交わすこと、学習するものを机の中に収めて準備をしておくことを学びます。順番に日直
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社会に出て必要なことの

明日は文化祭です。学習の発表の場であるとともに、普段はできない楽しい活動ができます。
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75 

 
7 年 11 月

安田小学校長 

学校行事の前に普段できないところを掃除していると、それを見かけた 2 年生が、「きれい

にしていただいてありがとうございます。」と言ってきました。休み時間に 1 年生の教室の前

と言えました。」と誇らしげに教え

が少しずつ浸透し、身についていることをうれし

とても小さくて、わたしも
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明日は文化祭です。学習の発表の場であるとともに、普段はできない楽しい活動ができます。

汗を流す人がいます。汗を流す人の存在を知り、感謝することの
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、本人は、
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ら、人とあいさ

つを交わすこと、学習するものを机の中に収めて準備をしておくことを学びます。順番に日直

を務めることや行事があれば何らかの役割を務めることを学びます。仲間といっしょに食事を
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明日は文化祭です。学習の発表の場であるとともに、普段はできない楽しい活動ができます。

汗を流す人がいます。汗を流す人の存在を知り、感謝することの学びの場
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主体性をもって社会に貢献している人ではないかと思いました。 

明日は文化祭です。学習の発表の場であるとともに、普段はできない楽しい活動ができます。

哲之 



 

 

   発想のおもしろさ

  

 子どもたちがすることはおもしろいなと思うことがたくさんあります。ドッジボールを同じ

クラスの仲間とやっていたのが、グラウンドが工事のため狭くなり、異なった学年の子どもが

集まってやるようになりました。ボールあて鬼ごという、これまで見なかった遊びが生まれま

した。鬼になった者が

たが、それがほかの学年にも広まっています。

した子どもは一輪車で鬼ごっこをしています。

「変わることから子どもの発想が出てきて、それがおもしろいですよ。」と言われていました。

まさにその通りになりました。

 教室をうかがい見れば、

た。とんとん相撲や福笑いなど昔遊びを一緒に

た。遊園地すごろくや恐竜すごろくを作り、幼稚園の子どもに楽しんでもらおうと

うです。

さつをして

は価値のある行動は何か理解していて

いものです。「学校に着いて

回休みなのか理由を尋ねると、学校に着いたら

べないからだと答えてくれました。子どもの考えることはおもしろいのです。

 図画工作の時間に作るものを見れば、その発想のおもしろさが感じて取れます。絵でも工作

でもひとり一人に表したいものがあるのだとわかります。文化祭

ときは私たち教師の楽しい時間です

するために構想を立てて、作品を仕上げていく過程が見て取れます。

 

 詩人で童話作家の内田麟太郎さんと話をする機会がありました。出されている多くの絵本は

文だけを書き、絵は別の人が描いています。もともと看板職人をされていた方なので、どうし

て絵も描かないのか不思議

「わたしは、文を表すときに映画のように映像を思い浮かべて、それをことばにしています。

その映像を絵にしたらそれだけのこ

ます。脳みそがゆれるものが出てくるのです。」

イメージとは違う、それでいて

や」に出てくる主人公のきつね

様子を通してともだちとはこうなんだと、読んだ子どもが納得できる作品

  

学校は、芸術家を育てるところではありませんが、子どもの発想がどんどん湧いてくる授業

は大事にしていきたいと思います。思いを表すことは、人が生きる力になります。
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クラスの仲間とやっていたのが、グラウンドが工事のため狭くなり、異なった学年の子どもが

集まってやるようになりました。ボールあて鬼ごという、これまで見なかった遊びが生まれま

鬼になった者が

たが、それがほかの学年にも広まっています。

した子どもは一輪車で鬼ごっこをしています。

「変わることから子どもの発想が出てきて、それがおもしろいですよ。」と言われていました。

まさにその通りになりました。

教室をうかがい見れば、

た。とんとん相撲や福笑いなど昔遊びを一緒に

。遊園地すごろくや恐竜すごろくを作り、幼稚園の子どもに楽しんでもらおうと

。学校すごろくというのが

さつをして 3 つ進む」と、学校生活で大切にし

は価値のある行動は何か理解していて

いものです。「学校に着いて

回休みなのか理由を尋ねると、学校に着いたら

べないからだと答えてくれました。子どもの考えることはおもしろいのです。

図画工作の時間に作るものを見れば、その発想のおもしろさが感じて取れます。絵でも工作

でもひとり一人に表したいものがあるのだとわかります。文化祭

ときは私たち教師の楽しい時間です

するために構想を立てて、作品を仕上げていく過程が見て取れます。

詩人で童話作家の内田麟太郎さんと話をする機会がありました。出されている多くの絵本は

文だけを書き、絵は別の人が描いています。もともと看板職人をされていた方なので、どうし

て絵も描かないのか不思議

「わたしは、文を表すときに映画のように映像を思い浮かべて、それをことばにしています。

その映像を絵にしたらそれだけのこ

ます。脳みそがゆれるものが出てくるのです。」

イメージとは違う、それでいて

や」に出てくる主人公のきつね

様子を通してともだちとはこうなんだと、読んだ子どもが納得できる作品

学校は、芸術家を育てるところではありませんが、子どもの発想がどんどん湧いてくる授業

は大事にしていきたいと思います。思いを表すことは、人が生きる力になります。
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発想のおもしろさ 

子どもたちがすることはおもしろいなと思うことがたくさんあります。ドッジボールを同じ

クラスの仲間とやっていたのが、グラウンドが工事のため狭くなり、異なった学年の子どもが

集まってやるようになりました。ボールあて鬼ごという、これまで見なかった遊びが生まれま

鬼になった者がボールを当てて、

たが、それがほかの学年にも広まっています。

した子どもは一輪車で鬼ごっこをしています。

「変わることから子どもの発想が出てきて、それがおもしろいですよ。」と言われていました。

まさにその通りになりました。

教室をうかがい見れば、1 年生が幼稚園の子どもを招いて「あそびのひろば」をしていまし

た。とんとん相撲や福笑いなど昔遊びを一緒に

。遊園地すごろくや恐竜すごろくを作り、幼稚園の子どもに楽しんでもらおうと

学校すごろくというのが

つ進む」と、学校生活で大切にし

は価値のある行動は何か理解していて

いものです。「学校に着いて

回休みなのか理由を尋ねると、学校に着いたら

べないからだと答えてくれました。子どもの考えることはおもしろいのです。

図画工作の時間に作るものを見れば、その発想のおもしろさが感じて取れます。絵でも工作

でもひとり一人に表したいものがあるのだとわかります。文化祭

ときは私たち教師の楽しい時間です

するために構想を立てて、作品を仕上げていく過程が見て取れます。

詩人で童話作家の内田麟太郎さんと話をする機会がありました。出されている多くの絵本は

文だけを書き、絵は別の人が描いています。もともと看板職人をされていた方なので、どうし

て絵も描かないのか不思議に思い、考えを聞いてみました。

「わたしは、文を表すときに映画のように映像を思い浮かべて、それをことばにしています。

その映像を絵にしたらそれだけのこ

ます。脳みそがゆれるものが出てくるのです。」

イメージとは違う、それでいて

や」に出てくる主人公のきつね

様子を通してともだちとはこうなんだと、読んだ子どもが納得できる作品

学校は、芸術家を育てるところではありませんが、子どもの発想がどんどん湧いてくる授業

は大事にしていきたいと思います。思いを表すことは、人が生きる力になります。

風 のかたち
 

子どもたちがすることはおもしろいなと思うことがたくさんあります。ドッジボールを同じ

クラスの仲間とやっていたのが、グラウンドが工事のため狭くなり、異なった学年の子どもが

集まってやるようになりました。ボールあて鬼ごという、これまで見なかった遊びが生まれま

ボールを当てて、鬼が交代する鬼遊びで、最初は

たが、それがほかの学年にも広まっています。

した子どもは一輪車で鬼ごっこをしています。

「変わることから子どもの発想が出てきて、それがおもしろいですよ。」と言われていました。

まさにその通りになりました。 

年生が幼稚園の子どもを招いて「あそびのひろば」をしていまし

た。とんとん相撲や福笑いなど昔遊びを一緒に

。遊園地すごろくや恐竜すごろくを作り、幼稚園の子どもに楽しんでもらおうと

学校すごろくというのがありました。

つ進む」と、学校生活で大切にし

は価値のある行動は何か理解していて、それが、遊びにも使われているのですから、おもしろ

いものです。「学校に着いて 1 回休み」とあり、何のことかわかりませんでした。どうして１

回休みなのか理由を尋ねると、学校に着いたら

べないからだと答えてくれました。子どもの考えることはおもしろいのです。

図画工作の時間に作るものを見れば、その発想のおもしろさが感じて取れます。絵でも工作

でもひとり一人に表したいものがあるのだとわかります。文化祭

ときは私たち教師の楽しい時間です。こんなものを作りたいと発想から始まり、それを具体化

するために構想を立てて、作品を仕上げていく過程が見て取れます。

詩人で童話作家の内田麟太郎さんと話をする機会がありました。出されている多くの絵本は

文だけを書き、絵は別の人が描いています。もともと看板職人をされていた方なので、どうし

に思い、考えを聞いてみました。

「わたしは、文を表すときに映画のように映像を思い浮かべて、それをことばにしています。

その映像を絵にしたらそれだけのことです。別の方に頼めば、私の想像を超えた作品が生まれ

ます。脳みそがゆれるものが出てくるのです。」

イメージとは違う、それでいて、なるほどと思える絵が描かれています。代表作の「ともだち

や」に出てくる主人公のきつねは、一度見たら忘れられない姿をしていますし、

様子を通してともだちとはこうなんだと、読んだ子どもが納得できる作品

学校は、芸術家を育てるところではありませんが、子どもの発想がどんどん湧いてくる授業

は大事にしていきたいと思います。思いを表すことは、人が生きる力になります。

のかたち
 

子どもたちがすることはおもしろいなと思うことがたくさんあります。ドッジボールを同じ

クラスの仲間とやっていたのが、グラウンドが工事のため狭くなり、異なった学年の子どもが

集まってやるようになりました。ボールあて鬼ごという、これまで見なかった遊びが生まれま

ボールを当てて、鬼が交代する鬼遊びで、最初は

たが、それがほかの学年にも広まっています。一輪車は

した子どもは一輪車で鬼ごっこをしています。グラウンドが狭くなった春に

「変わることから子どもの発想が出てきて、それがおもしろいですよ。」と言われていました。

年生が幼稚園の子どもを招いて「あそびのひろば」をしていまし

た。とんとん相撲や福笑いなど昔遊びを一緒にやっていました

。遊園地すごろくや恐竜すごろくを作り、幼稚園の子どもに楽しんでもらおうと

ありました。「ていねいな字を書いたので

つ進む」と、学校生活で大切にしていることが表

、それが、遊びにも使われているのですから、おもしろ

回休み」とあり、何のことかわかりませんでした。どうして１

回休みなのか理由を尋ねると、学校に着いたら宿題を出して、授業の準備をして、すぐには遊

べないからだと答えてくれました。子どもの考えることはおもしろいのです。

図画工作の時間に作るものを見れば、その発想のおもしろさが感じて取れます。絵でも工作

でもひとり一人に表したいものがあるのだとわかります。文化祭

。こんなものを作りたいと発想から始まり、それを具体化

するために構想を立てて、作品を仕上げていく過程が見て取れます。

詩人で童話作家の内田麟太郎さんと話をする機会がありました。出されている多くの絵本は

文だけを書き、絵は別の人が描いています。もともと看板職人をされていた方なので、どうし

に思い、考えを聞いてみました。

「わたしは、文を表すときに映画のように映像を思い浮かべて、それをことばにしています。

とです。別の方に頼めば、私の想像を超えた作品が生まれ

ます。脳みそがゆれるものが出てくるのです。」と教えてもらいました。確かにことばからの

、なるほどと思える絵が描かれています。代表作の「ともだち

一度見たら忘れられない姿をしていますし、

様子を通してともだちとはこうなんだと、読んだ子どもが納得できる作品

学校は、芸術家を育てるところではありませんが、子どもの発想がどんどん湧いてくる授業

は大事にしていきたいと思います。思いを表すことは、人が生きる力になります。

のかたち 
 

子どもたちがすることはおもしろいなと思うことがたくさんあります。ドッジボールを同じ

クラスの仲間とやっていたのが、グラウンドが工事のため狭くなり、異なった学年の子どもが

集まってやるようになりました。ボールあて鬼ごという、これまで見なかった遊びが生まれま

鬼が交代する鬼遊びで、最初は

一輪車はグラウンドの隅でも遊べる

グラウンドが狭くなった春に

「変わることから子どもの発想が出てきて、それがおもしろいですよ。」と言われていました。

年生が幼稚園の子どもを招いて「あそびのひろば」をしていまし

やっていました

。遊園地すごろくや恐竜すごろくを作り、幼稚園の子どもに楽しんでもらおうと

「ていねいな字を書いたので

ていることが表

それが、遊びにも使われているのですから、おもしろ

回休み」とあり、何のことかわかりませんでした。どうして１

宿題を出して、授業の準備をして、すぐには遊

べないからだと答えてくれました。子どもの考えることはおもしろいのです。

図画工作の時間に作るものを見れば、その発想のおもしろさが感じて取れます。絵でも工作

でもひとり一人に表したいものがあるのだとわかります。文化祭

。こんなものを作りたいと発想から始まり、それを具体化

するために構想を立てて、作品を仕上げていく過程が見て取れます。

詩人で童話作家の内田麟太郎さんと話をする機会がありました。出されている多くの絵本は

文だけを書き、絵は別の人が描いています。もともと看板職人をされていた方なので、どうし

に思い、考えを聞いてみました。 

「わたしは、文を表すときに映画のように映像を思い浮かべて、それをことばにしています。

とです。別の方に頼めば、私の想像を超えた作品が生まれ

と教えてもらいました。確かにことばからの

、なるほどと思える絵が描かれています。代表作の「ともだち

一度見たら忘れられない姿をしていますし、

様子を通してともだちとはこうなんだと、読んだ子どもが納得できる作品

学校は、芸術家を育てるところではありませんが、子どもの発想がどんどん湧いてくる授業

は大事にしていきたいと思います。思いを表すことは、人が生きる力になります。
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子どもたちがすることはおもしろいなと思うことがたくさんあります。ドッジボールを同じ

クラスの仲間とやっていたのが、グラウンドが工事のため狭くなり、異なった学年の子どもが

集まってやるようになりました。ボールあて鬼ごという、これまで見なかった遊びが生まれま

鬼が交代する鬼遊びで、最初は 6

グラウンドの隅でも遊べる

グラウンドが狭くなった春に

「変わることから子どもの発想が出てきて、それがおもしろいですよ。」と言われていました。

年生が幼稚園の子どもを招いて「あそびのひろば」をしていまし

やっていました。手作りのすごろくも

。遊園地すごろくや恐竜すごろくを作り、幼稚園の子どもに楽しんでもらおうと

「ていねいな字を書いたので

ていることが表されています。

それが、遊びにも使われているのですから、おもしろ

回休み」とあり、何のことかわかりませんでした。どうして１

宿題を出して、授業の準備をして、すぐには遊

べないからだと答えてくれました。子どもの考えることはおもしろいのです。

図画工作の時間に作るものを見れば、その発想のおもしろさが感じて取れます。絵でも工作

でもひとり一人に表したいものがあるのだとわかります。文化祭で作品をパネルに張り付ける

。こんなものを作りたいと発想から始まり、それを具体化

するために構想を立てて、作品を仕上げていく過程が見て取れます。 

詩人で童話作家の内田麟太郎さんと話をする機会がありました。出されている多くの絵本は

文だけを書き、絵は別の人が描いています。もともと看板職人をされていた方なので、どうし

 

「わたしは、文を表すときに映画のように映像を思い浮かべて、それをことばにしています。

とです。別の方に頼めば、私の想像を超えた作品が生まれ

と教えてもらいました。確かにことばからの

、なるほどと思える絵が描かれています。代表作の「ともだち

一度見たら忘れられない姿をしていますし、

様子を通してともだちとはこうなんだと、読んだ子どもが納得できる作品

学校は、芸術家を育てるところではありませんが、子どもの発想がどんどん湧いてくる授業

は大事にしていきたいと思います。思いを表すことは、人が生きる力になります。
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7 年 12 月

安田小学校長 

子どもたちがすることはおもしろいなと思うことがたくさんあります。ドッジボールを同じ

クラスの仲間とやっていたのが、グラウンドが工事のため狭くなり、異なった学年の子どもが

集まってやるようになりました。ボールあて鬼ごという、これまで見なかった遊びが生まれま

6 年生がやっていまし

グラウンドの隅でも遊べるので

グラウンドが狭くなった春に、あるお父さんが、

「変わることから子どもの発想が出てきて、それがおもしろいですよ。」と言われていました。

年生が幼稚園の子どもを招いて「あそびのひろば」をしていまし

。手作りのすごろくも

。遊園地すごろくや恐竜すごろくを作り、幼稚園の子どもに楽しんでもらおうと準備したよ

「ていねいな字を書いたので 5 つ進む」「あい

されています。子どもというの

それが、遊びにも使われているのですから、おもしろ

回休み」とあり、何のことかわかりませんでした。どうして１

宿題を出して、授業の準備をして、すぐには遊

べないからだと答えてくれました。子どもの考えることはおもしろいのです。 

図画工作の時間に作るものを見れば、その発想のおもしろさが感じて取れます。絵でも工作

品をパネルに張り付ける

。こんなものを作りたいと発想から始まり、それを具体化

詩人で童話作家の内田麟太郎さんと話をする機会がありました。出されている多くの絵本は

文だけを書き、絵は別の人が描いています。もともと看板職人をされていた方なので、どうし

「わたしは、文を表すときに映画のように映像を思い浮かべて、それをことばにしています。

とです。別の方に頼めば、私の想像を超えた作品が生まれ

と教えてもらいました。確かにことばからの

、なるほどと思える絵が描かれています。代表作の「ともだち

一度見たら忘れられない姿をしていますし、そのきつねの

様子を通してともだちとはこうなんだと、読んだ子どもが納得できる作品になっています

学校は、芸術家を育てるところではありませんが、子どもの発想がどんどん湧いてくる授業

は大事にしていきたいと思います。思いを表すことは、人が生きる力になります。 

月 4 日 

安田小学校長   

子どもたちがすることはおもしろいなと思うことがたくさんあります。ドッジボールを同じ

クラスの仲間とやっていたのが、グラウンドが工事のため狭くなり、異なった学年の子どもが

集まってやるようになりました。ボールあて鬼ごという、これまで見なかった遊びが生まれま

年生がやっていまし

ので、上達

、あるお父さんが、

「変わることから子どもの発想が出てきて、それがおもしろいですよ。」と言われていました。

年生が幼稚園の子どもを招いて「あそびのひろば」をしていまし

。手作りのすごろくもありまし

準備したよ

つ進む」「あい

子どもというの

それが、遊びにも使われているのですから、おもしろ

回休み」とあり、何のことかわかりませんでした。どうして１

宿題を出して、授業の準備をして、すぐには遊

図画工作の時間に作るものを見れば、その発想のおもしろさが感じて取れます。絵でも工作

品をパネルに張り付ける

。こんなものを作りたいと発想から始まり、それを具体化

詩人で童話作家の内田麟太郎さんと話をする機会がありました。出されている多くの絵本は

文だけを書き、絵は別の人が描いています。もともと看板職人をされていた方なので、どうし

「わたしは、文を表すときに映画のように映像を思い浮かべて、それをことばにしています。

とです。別の方に頼めば、私の想像を超えた作品が生まれ

と教えてもらいました。確かにことばからの

、なるほどと思える絵が描かれています。代表作の「ともだち

そのきつねの

になっています。 

学校は、芸術家を育てるところではありませんが、子どもの発想がどんどん湧いてくる授業

 

新田 哲之

、あるお父さんが、

「変わることから子どもの発想が出てきて、それがおもしろいですよ。」と言われていました。

哲之 



 

 

   謙虚な心

  

 会社を経営されている方から話を伺う機会がありました。

多いそうで

ました。欠点や非を言う人は、自分で責任を持ってやり切ろうとしないのだそうです。

学校に置き換えてみると、

んな子どもと話をすれば、自分の問題としてとらえずに、他の理由をつけ

も言い訳ですからやり通すことはできません

るわけですから、

えられるようになったら、自分でやれることを決め、毎日続け

つながります。

す。そうなっ

うになったから、

 けんかして友だちともめたとき、

題としてとらえ

かばって自分のしたことを隠

ととして自分に向き合うまでていねいに聞いて

えれば、もう十分です。おのずと

ば学びがあります。教師が子どもの非を責めるのではなく、

に気づかせ

があります。子どもの様子から

出された親御さんがいました。そして、自分でしたこと

話すよう指導されました。

は、親子の

からのコミュニケーションが

 ただ、子どもに

に聞くこと

が謙虚さに欠けているのではと考えます。

ます。変えてやろうとすれば

えても、相手にとっては余計なことで、聞

も聞く耳を持たない人は、変わることはありません。子どもも同じで、

ことを言

謙虚とは、自分の能力や地位におごることなく、人に対して素直な態度で接することです。

10 歳以上になれば、

ます。子どもに謙虚な心で向き合

ねいに聞き出すこと

子どもの問題に

 

謙虚な心 

会社を経営されている方から話を伺う機会がありました。

多いそうで、前の会社の欠点や社員の非を言う人は、入社しても結局うまくいかないと言われ

ました。欠点や非を言う人は、自分で責任を持ってやり切ろうとしないのだそうです。

に置き換えてみると、

子どもと話をすれば、自分の問題としてとらえずに、他の理由をつけ

も言い訳ですからやり通すことはできません

るわけですから、負担になっているものをいったん取り除いてやります。自分のこととして考

えられるようになったら、自分でやれることを決め、毎日続け

つながります。教師は

そうなってくると

うになったから、同じように解いてみようかと、

けんかして友だちともめたとき、

題としてとらえない

かばって自分のしたことを隠

ととして自分に向き合うまでていねいに聞いて

えれば、もう十分です。おのずと

ば学びがあります。教師が子どもの非を責めるのではなく、

に気づかせるところに学びはあります。学校でできなくても親御さんが指導

があります。子どもの様子から

出された親御さんがいました。そして、自分でしたこと

話すよう指導されました。

親子の信頼関係があるからで、学習にしても人間関係にしても子どもの問題解決は、普段

からのコミュニケーションが

ただ、子どもに実現可能な目標を持たせて続けさせることや

に聞くことは、なかなかうまくできないものです

謙虚さに欠けているのではと考えます。

変えてやろうとすれば

、相手にとっては余計なことで、聞

も聞く耳を持たない人は、変わることはありません。子どもも同じで、

ことを言うだけでは

謙虚とは、自分の能力や地位におごることなく、人に対して素直な態度で接することです。

歳以上になれば、

子どもに謙虚な心で向き合

ねいに聞き出すこと

子どもの問題に気づけば学びのチャンスととらえ、

風 

会社を経営されている方から話を伺う機会がありました。

前の会社の欠点や社員の非を言う人は、入社しても結局うまくいかないと言われ

ました。欠点や非を言う人は、自分で責任を持ってやり切ろうとしないのだそうです。

に置き換えてみると、勉強

子どもと話をすれば、自分の問題としてとらえずに、他の理由をつけ

も言い訳ですからやり通すことはできません

負担になっているものをいったん取り除いてやります。自分のこととして考

えられるようになったら、自分でやれることを決め、毎日続け

教師は続けることに付き合い、評価してやれば

てくると、難しい問題

同じように解いてみようかと、

けんかして友だちともめたとき、

ないことがあります。

かばって自分のしたことを隠します。そこ

ととして自分に向き合うまでていねいに聞いて

えれば、もう十分です。おのずと

ば学びがあります。教師が子どもの非を責めるのではなく、

ところに学びはあります。学校でできなくても親御さんが指導

があります。子どもの様子から

出された親御さんがいました。そして、自分でしたこと

話すよう指導されました。この

信頼関係があるからで、学習にしても人間関係にしても子どもの問題解決は、普段

からのコミュニケーションが図られているからこそできることです。

実現可能な目標を持たせて続けさせることや

は、なかなかうまくできないものです

謙虚さに欠けているのではと考えます。

変えてやろうとすれば相手はいっそう反感を持ち、自分の非を隠します。良い方法を伝

、相手にとっては余計なことで、聞

も聞く耳を持たない人は、変わることはありません。子どもも同じで、

うだけでは変わりません。

謙虚とは、自分の能力や地位におごることなく、人に対して素直な態度で接することです。

歳以上になれば、高い位置から子どもに正論を振りかざすのではなく、

子どもに謙虚な心で向き合

ねいに聞き出すことや普段のコミュニケーションも可能です

気づけば学びのチャンスととらえ、

風 のかたち
 

会社を経営されている方から話を伺う機会がありました。

前の会社の欠点や社員の非を言う人は、入社しても結局うまくいかないと言われ

ました。欠点や非を言う人は、自分で責任を持ってやり切ろうとしないのだそうです。

勉強をやろうと思うだけで実際はやり

子どもと話をすれば、自分の問題としてとらえずに、他の理由をつけ

も言い訳ですからやり通すことはできません

負担になっているものをいったん取り除いてやります。自分のこととして考

えられるようになったら、自分でやれることを決め、毎日続け

続けることに付き合い、評価してやれば

難しい問題でも、この前

同じように解いてみようかと、

けんかして友だちともめたとき、あるいは、やってはならないことをしたときに

ことがあります。相手の非を話すばかりで解決には向

します。そこ

ととして自分に向き合うまでていねいに聞いて

えれば、もう十分です。おのずと自分の非も認め

ば学びがあります。教師が子どもの非を責めるのではなく、

ところに学びはあります。学校でできなくても親御さんが指導

があります。子どもの様子から普段と違うこと

出された親御さんがいました。そして、自分でしたこと

この家庭教育の確かさに感心しました

信頼関係があるからで、学習にしても人間関係にしても子どもの問題解決は、普段

図られているからこそできることです。

実現可能な目標を持たせて続けさせることや

は、なかなかうまくできないものです

謙虚さに欠けているのではと考えます。

相手はいっそう反感を持ち、自分の非を隠します。良い方法を伝

、相手にとっては余計なことで、聞

も聞く耳を持たない人は、変わることはありません。子どもも同じで、

変わりません。 

謙虚とは、自分の能力や地位におごることなく、人に対して素直な態度で接することです。

高い位置から子どもに正論を振りかざすのではなく、

子どもに謙虚な心で向き合えば、目標設定と続けることを助けることができます。

や普段のコミュニケーションも可能です

気づけば学びのチャンスととらえ、

のかたち
 

会社を経営されている方から話を伺う機会がありました。

前の会社の欠点や社員の非を言う人は、入社しても結局うまくいかないと言われ

ました。欠点や非を言う人は、自分で責任を持ってやり切ろうとしないのだそうです。

をやろうと思うだけで実際はやり

子どもと話をすれば、自分の問題としてとらえずに、他の理由をつけ

も言い訳ですからやり通すことはできません。そんなときは、

負担になっているものをいったん取り除いてやります。自分のこととして考
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   バスの中の上級生

 

朝読書の時間に席についていない子どもがいました。どうしたのか尋ねると、

「朝の授業準備をしていました。」

「準備が間に合わなかったのは、朝寝坊をして登校が遅くなったからです。」

と答えました。

生ですから順序立てて話すことが

す。「ていねいに

何も言うことはありません。ていねいに的確に

いるのです。ていねいに順序よく話せましたと言って終わりにしました。

 ていねいに聞くこと、

す。「ていねい」

なことば遣いは

なことばを使った話のやり取りが大事で、積み重ねてい

昼ごはんのお茶を取りに来る給湯室の前に、「失礼します。お茶を取りに来ました。」と掲示

されています。子どもはそれを見て、ていねいなことばを身につけます。

に部屋に入ることもあります。どうしたのですかと問えば、忘れていたことに気づいて、「失

礼します。お茶を取りに来ました。」と言います。こちらは、よい勉強ができましたと言って

やれるので

靴箱に靴をそろえることを意識させています。できていなければやり直し

ようになるまでやり直しをします。

す。靴をそろえるのは

まうので靴

そろえ直して心を落ち着かせます。

バスの乗客の方から聞いた話です。子どもがバスから降りようと席から立ち上がったときに、

ランドセルにつけている定期入れが引っ掛かりました。それを知った乗客の方が引っ掛かった

定期入れをはずし

にお辞儀をしました。引っ掛けてしまった子どもは気づかないままでしたので、きっとこの

人は兄弟で、下の子の代わりにお礼を言ったのだろう、仲の良い兄弟だと思

ところがバスを降りた

す。その上級生のていねいなことば遣いとお辞儀は立派なものだった

た。バスの中の上級生が、「ていねい」のめざす子ども像です。
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されています。子どもはそれを見て、ていねいなことばを身につけます。

に部屋に入ることもあります。どうしたのですかと問えば、忘れていたことに気づいて、「失
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てやると、そばにいた上級生が、「ありがとうございました。」とていねい

にお辞儀をしました。引っ掛けてしまった子どもは気づかないままでしたので、きっとこの

人は兄弟で、下の子の代わりにお礼を言ったのだろう、仲の良い兄弟だと思

人は、違う方向に歩き出しました。どうやら兄弟ではなかったようで

す。その上級生のていねいなことば遣いとお辞儀は立派なものだった

バスの中の上級生が、「ていねい」のめざす子ども像です。
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新学期を迎え、学校はにぎやかになりました。この日を待ちかねていたかのように朝から教
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「先生、お節料理を作りましたか？」と話しかけてきた子どもがいました。
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と書かれています。この

きつねの友だちとなったおおかみのきつねへの

との違いに着目し、

ことばをていねいに読めば

何度もていねいに読む指導を繰り返すうちに、

「ていねい」をキーワードに

新しいことを獲得する授業ができれば

６年生がドリームマップ作りをしました。自分とは何か振り返り、自分を見つめ、

授業を一日かけて行いました。指導にあたった外部講師の方が、「

自分の思いを表すのにふさわしいことばを選んで表

ていました。語彙力をつければ思考が高まります。よく考えてやり
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安田小学校長 

です。国語と言えば

国語ではことばを読む、

もとになるのが、語彙力も大事です。

がすらすら読み書きできるだけでなく、確かなことばを獲得し、読み書

語彙力と４つの技能（読む・書

ほかの授業や生徒指導で

国語力です。国語力をつけるために、この３

わってきました。いちばん変わったのが、授業中の発言とノート

、その話を聞いて考える子ども、考えをノートにまと

できます。何より話すことや聞くこと

が自分にとってプラスになるとわかってきたので、自ら進んでやっています。

。子どもたちは作品「ともだちや」（偕

ともだちやの商売を始めたきつねに着目し、きつねの初めの

ちました。そこから話し合う課題を決め、

を話し合いました。その話し合いで手がかりになるのは、書か

れていることばです。ことばから自他の考えを比べる、多様な考えを整理する、自分の考えを

整理する・修正することは４年

、３年生でできたのは何が育っているからでしょうか？それは、

「きつねが帰る

と書かれています。このことばからきつ

きつねの友だちとなったおおかみのきつねへの

違いに着目し、２人は

をていねいに読めば、人が気づ

何度もていねいに読む指導を繰り返すうちに、書いてあるこ

「ていねい」をキーワードに

ができれば、子どもは面白い

自分を見つめ、

授業を一日かけて行いました。指導にあたった外部講師の方が、「

自分の思いを表すのにふさわしいことばを選んで表

まります。よく考えてやり

22 日 

安田小学校長   

と言えば、

ことばを読む、

もとになるのが、語彙力も大事です。

がすらすら読み書きできるだけでなく、確かなことばを獲得し、読み書

（読む・書

生徒指導で

国語力です。国語力をつけるために、この３

わってきました。いちばん変わったのが、授業中の発言とノート

、その話を聞いて考える子ども、考えをノートにまと

できます。何より話すことや聞くこと、読む

が自分にとってプラスになるとわかってきたので、自ら進んでやっています。 

。子どもたちは作品「ともだちや」（偕

ともだちやの商売を始めたきつねに着目し、きつねの初めの

ちました。そこから話し合う課題を決め、ほんとう

を話し合いました。その話し合いで手がかりになるのは、書か

れていることばです。ことばから自他の考えを比べる、多様な考えを整理する、自分の考えを

ことは４年生の

、３年生でできたのは何が育っているからでしょうか？それは、

きつねが帰る」とい

ことばからきつ

きつねの友だちとなったおおかみのきつねへの

２人は対等の関

、人が気づ

書いてあるこ

「ていねい」をキーワードに、発見

、子どもは面白い

自分を見つめ、自分の未

授業を一日かけて行いました。指導にあたった外部講師の方が、「６年生

自分の思いを表すのにふさわしいことばを選んで表

まります。よく考えてやり

新田 哲之

もとになるのが、語彙力も大事です。

 

哲之 



 

 

   聞く力

 

 話を聞くということは、誰でもできることです。子育てされている方にどんな能力をつけさ

せたいか

期に聞く力は必要だけれど、理解力や表現力、あるいは数学的な思考や科学的思考のような考

える力に目が向きます。健康な体を保持する体力も大事ですし、音楽的情操力もつけてほしい

と思います。幼稚園でも学校でも多少のことは聞かなくてもやっていける、聞く力が

理解する力があれば大丈夫と考えるかもしれません。

 聞くということは理解する力のひとつです。小学校の低学年では欠かせない大事な能力です。

特に、１年生

目指す能力があり、主体性や持続力といった態度もありますが、多くの能力と態度に聞く力が

つながっていて、お互い影響し合っているのです。聞く力がなければ思考がはたらかず、思考

力がないと聞くことが十分できず、反対に、聞く力がついていけば様々な能力が

影響をもたらします。

では、どうやって聞く力をつけるのか？・・・学校では授業で系統的につけていきます。１

年生の４月は、

活動をします。４月以降も聞く学習は続き

で行い、すべての教科で聞く力を必要とします

導をします。できるようになるまで繰り返します。目が合わない子どもは

聞きもらしたりしてしまいます。目を合わせてなかったために聞くことが

体験をすることが大事です。

い習慣をつけていきます。一方で、聞いて

聞いて良かったと

 担任をしていた頃、話が聞けない子どもがいました。多動で、何かの刺激に注意が向く子ど

もでした。聞けないので友だちとうまく遊ぶこともできず、わたしの後を

が遊びでした。それでも、クラスの仲間といっしょに楽しむ時間がありました。それが、朝と

帰る前の読み聞かせの時間でした。読み聞かせの時間になると子どもたちがわたしのまわりに

集まり本を読む声に耳を傾けます。しかし、

るものが動くと注意がそれ

を出すとそちらが気になります。それで、特別席をつくり膝の上に乗せて読み聞かせをしまし

た。そのうち、他の子どもが

ん。音も出さず、本に目を向けています。わたしの読み声を積極的に聞くようになりました。

聞けない子どもは

間になりました。

 聞くことは、教育の初めの一歩です。聞くことは楽しい

思います。

 

 

聞く力 

話を聞くということは、誰でもできることです。子育てされている方にどんな能力をつけさ

せたいかと質問したら、聞く力をいちばんに

期に聞く力は必要だけれど、理解力や表現力、あるいは数学的な思考や科学的思考のような考

える力に目が向きます。健康な体を保持する体力も大事ですし、音楽的情操力もつけてほしい

思います。幼稚園でも学校でも多少のことは聞かなくてもやっていける、聞く力が

理解する力があれば大丈夫と考えるかもしれません。

聞くということは理解する力のひとつです。小学校の低学年では欠かせない大事な能力です。

特に、１年生の入門期の授業では聞く力がないと何もできません

目指す能力があり、主体性や持続力といった態度もありますが、多くの能力と態度に聞く力が

つながっていて、お互い影響し合っているのです。聞く力がなければ思考がはたらかず、思考

力がないと聞くことが十分できず、反対に、聞く力がついていけば様々な能力が

影響をもたらします。

では、どうやって聞く力をつけるのか？・・・学校では授業で系統的につけていきます。１

年生の４月は、国語でも算数でも聞く授業をしているように思えるほど、聞いて考え

活動をします。４月以降も聞く学習は続き

で行い、すべての教科で聞く力を必要とします

します。できるようになるまで繰り返します。目が合わない子どもは

聞きもらしたりしてしまいます。目を合わせてなかったために聞くことが

体験をすることが大事です。

い習慣をつけていきます。一方で、聞いて

聞いて良かったと、

担任をしていた頃、話が聞けない子どもがいました。多動で、何かの刺激に注意が向く子ど

もでした。聞けないので友だちとうまく遊ぶこともできず、わたしの後を

が遊びでした。それでも、クラスの仲間といっしょに楽しむ時間がありました。それが、朝と

帰る前の読み聞かせの時間でした。読み聞かせの時間になると子どもたちがわたしのまわりに

集まり本を読む声に耳を傾けます。しかし、

るものが動くと注意がそれ

を出すとそちらが気になります。それで、特別席をつくり膝の上に乗せて読み聞かせをしまし

た。そのうち、他の子どもが

ん。音も出さず、本に目を向けています。わたしの読み声を積極的に聞くようになりました。

聞けない子どもは、特別席に座る必要がなくなりました。クラスの子どもとわたしの幸せな時

間になりました。 

聞くことは、教育の初めの一歩です。聞くことは楽しい

思います。 

風 

話を聞くということは、誰でもできることです。子育てされている方にどんな能力をつけさ

質問したら、聞く力をいちばんに

期に聞く力は必要だけれど、理解力や表現力、あるいは数学的な思考や科学的思考のような考

える力に目が向きます。健康な体を保持する体力も大事ですし、音楽的情操力もつけてほしい

思います。幼稚園でも学校でも多少のことは聞かなくてもやっていける、聞く力が

理解する力があれば大丈夫と考えるかもしれません。

聞くということは理解する力のひとつです。小学校の低学年では欠かせない大事な能力です。

の入門期の授業では聞く力がないと何もできません

目指す能力があり、主体性や持続力といった態度もありますが、多くの能力と態度に聞く力が

つながっていて、お互い影響し合っているのです。聞く力がなければ思考がはたらかず、思考

力がないと聞くことが十分できず、反対に、聞く力がついていけば様々な能力が

影響をもたらします。 

では、どうやって聞く力をつけるのか？・・・学校では授業で系統的につけていきます。１

国語でも算数でも聞く授業をしているように思えるほど、聞いて考え

活動をします。４月以降も聞く学習は続き

で行い、すべての教科で聞く力を必要とします

します。できるようになるまで繰り返します。目が合わない子どもは

聞きもらしたりしてしまいます。目を合わせてなかったために聞くことが

体験をすることが大事です。家庭にも協力してもらい、何度も困らせて、何度も練習し

い習慣をつけていきます。一方で、聞いて

、ともに喜べることがあれば、積極的に聞く

担任をしていた頃、話が聞けない子どもがいました。多動で、何かの刺激に注意が向く子ど

もでした。聞けないので友だちとうまく遊ぶこともできず、わたしの後を

が遊びでした。それでも、クラスの仲間といっしょに楽しむ時間がありました。それが、朝と

帰る前の読み聞かせの時間でした。読み聞かせの時間になると子どもたちがわたしのまわりに

集まり本を読む声に耳を傾けます。しかし、

るものが動くと注意がそれるので、

を出すとそちらが気になります。それで、特別席をつくり膝の上に乗せて読み聞かせをしまし

た。そのうち、他の子どもが耳を傾けて

ん。音も出さず、本に目を向けています。わたしの読み声を積極的に聞くようになりました。

、特別席に座る必要がなくなりました。クラスの子どもとわたしの幸せな時

 

聞くことは、教育の初めの一歩です。聞くことは楽しい

風 のかたち
 

話を聞くということは、誰でもできることです。子育てされている方にどんな能力をつけさ

質問したら、聞く力をいちばんに

期に聞く力は必要だけれど、理解力や表現力、あるいは数学的な思考や科学的思考のような考

える力に目が向きます。健康な体を保持する体力も大事ですし、音楽的情操力もつけてほしい

思います。幼稚園でも学校でも多少のことは聞かなくてもやっていける、聞く力が

理解する力があれば大丈夫と考えるかもしれません。

聞くということは理解する力のひとつです。小学校の低学年では欠かせない大事な能力です。

の入門期の授業では聞く力がないと何もできません

目指す能力があり、主体性や持続力といった態度もありますが、多くの能力と態度に聞く力が

つながっていて、お互い影響し合っているのです。聞く力がなければ思考がはたらかず、思考

力がないと聞くことが十分できず、反対に、聞く力がついていけば様々な能力が

では、どうやって聞く力をつけるのか？・・・学校では授業で系統的につけていきます。１

国語でも算数でも聞く授業をしているように思えるほど、聞いて考え

活動をします。４月以降も聞く学習は続き

で行い、すべての教科で聞く力を必要とします

します。できるようになるまで繰り返します。目が合わない子どもは

聞きもらしたりしてしまいます。目を合わせてなかったために聞くことが

家庭にも協力してもらい、何度も困らせて、何度も練習し

い習慣をつけていきます。一方で、聞いて

ともに喜べることがあれば、積極的に聞く

担任をしていた頃、話が聞けない子どもがいました。多動で、何かの刺激に注意が向く子ど

もでした。聞けないので友だちとうまく遊ぶこともできず、わたしの後を

が遊びでした。それでも、クラスの仲間といっしょに楽しむ時間がありました。それが、朝と

帰る前の読み聞かせの時間でした。読み聞かせの時間になると子どもたちがわたしのまわりに

集まり本を読む声に耳を傾けます。しかし、

るので、誰かが

を出すとそちらが気になります。それで、特別席をつくり膝の上に乗せて読み聞かせをしまし

耳を傾けて

ん。音も出さず、本に目を向けています。わたしの読み声を積極的に聞くようになりました。

、特別席に座る必要がなくなりました。クラスの子どもとわたしの幸せな時

聞くことは、教育の初めの一歩です。聞くことは楽しい

のかたち
 

話を聞くということは、誰でもできることです。子育てされている方にどんな能力をつけさ

質問したら、聞く力をいちばんにあげる方は少ないように思います。

期に聞く力は必要だけれど、理解力や表現力、あるいは数学的な思考や科学的思考のような考

える力に目が向きます。健康な体を保持する体力も大事ですし、音楽的情操力もつけてほしい

思います。幼稚園でも学校でも多少のことは聞かなくてもやっていける、聞く力が

理解する力があれば大丈夫と考えるかもしれません。

聞くということは理解する力のひとつです。小学校の低学年では欠かせない大事な能力です。

の入門期の授業では聞く力がないと何もできません

目指す能力があり、主体性や持続力といった態度もありますが、多くの能力と態度に聞く力が

つながっていて、お互い影響し合っているのです。聞く力がなければ思考がはたらかず、思考

力がないと聞くことが十分できず、反対に、聞く力がついていけば様々な能力が

では、どうやって聞く力をつけるのか？・・・学校では授業で系統的につけていきます。１

国語でも算数でも聞く授業をしているように思えるほど、聞いて考え

活動をします。４月以降も聞く学習は続き、１年生と

で行い、すべての教科で聞く力を必要とします。また、日常、教師は目と目を合わせて聞く

します。できるようになるまで繰り返します。目が合わない子どもは

聞きもらしたりしてしまいます。目を合わせてなかったために聞くことが

家庭にも協力してもらい、何度も困らせて、何度も練習し

い習慣をつけていきます。一方で、聞いて良かった体験も大事です。家庭でも学校でも正しく

ともに喜べることがあれば、積極的に聞く

担任をしていた頃、話が聞けない子どもがいました。多動で、何かの刺激に注意が向く子ど

もでした。聞けないので友だちとうまく遊ぶこともできず、わたしの後を

が遊びでした。それでも、クラスの仲間といっしょに楽しむ時間がありました。それが、朝と

帰る前の読み聞かせの時間でした。読み聞かせの時間になると子どもたちがわたしのまわりに

集まり本を読む声に耳を傾けます。しかし、初めはうまくいかず、

誰かが立ち上がってしまうと聞けなくなります。誰かが声

を出すとそちらが気になります。それで、特別席をつくり膝の上に乗せて読み聞かせをしまし

耳を傾けて聞けるようになりました。立ち上がる子どもはいませ

ん。音も出さず、本に目を向けています。わたしの読み声を積極的に聞くようになりました。

、特別席に座る必要がなくなりました。クラスの子どもとわたしの幸せな時

聞くことは、教育の初めの一歩です。聞くことは楽しい

のかたち 
 

話を聞くということは、誰でもできることです。子育てされている方にどんな能力をつけさ

あげる方は少ないように思います。

期に聞く力は必要だけれど、理解力や表現力、あるいは数学的な思考や科学的思考のような考

える力に目が向きます。健康な体を保持する体力も大事ですし、音楽的情操力もつけてほしい

思います。幼稚園でも学校でも多少のことは聞かなくてもやっていける、聞く力が

理解する力があれば大丈夫と考えるかもしれません。 

聞くということは理解する力のひとつです。小学校の低学年では欠かせない大事な能力です。

の入門期の授業では聞く力がないと何もできません

目指す能力があり、主体性や持続力といった態度もありますが、多くの能力と態度に聞く力が

つながっていて、お互い影響し合っているのです。聞く力がなければ思考がはたらかず、思考

力がないと聞くことが十分できず、反対に、聞く力がついていけば様々な能力が

では、どうやって聞く力をつけるのか？・・・学校では授業で系統的につけていきます。１

国語でも算数でも聞く授業をしているように思えるほど、聞いて考え

、１年生と２年生で話の順序を

また、日常、教師は目と目を合わせて聞く

します。できるようになるまで繰り返します。目が合わない子どもは

聞きもらしたりしてしまいます。目を合わせてなかったために聞くことが

家庭にも協力してもらい、何度も困らせて、何度も練習し

良かった体験も大事です。家庭でも学校でも正しく

ともに喜べることがあれば、積極的に聞く

担任をしていた頃、話が聞けない子どもがいました。多動で、何かの刺激に注意が向く子ど

もでした。聞けないので友だちとうまく遊ぶこともできず、わたしの後を

が遊びでした。それでも、クラスの仲間といっしょに楽しむ時間がありました。それが、朝と

帰る前の読み聞かせの時間でした。読み聞かせの時間になると子どもたちがわたしのまわりに

初めはうまくいかず、

立ち上がってしまうと聞けなくなります。誰かが声

を出すとそちらが気になります。それで、特別席をつくり膝の上に乗せて読み聞かせをしまし

聞けるようになりました。立ち上がる子どもはいませ

ん。音も出さず、本に目を向けています。わたしの読み声を積極的に聞くようになりました。

、特別席に座る必要がなくなりました。クラスの子どもとわたしの幸せな時

聞くことは、教育の初めの一歩です。聞くことは楽しいと子どもが感じる
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話を聞くということは、誰でもできることです。子育てされている方にどんな能力をつけさ

あげる方は少ないように思います。

期に聞く力は必要だけれど、理解力や表現力、あるいは数学的な思考や科学的思考のような考

える力に目が向きます。健康な体を保持する体力も大事ですし、音楽的情操力もつけてほしい

思います。幼稚園でも学校でも多少のことは聞かなくてもやっていける、聞く力が

聞くということは理解する力のひとつです。小学校の低学年では欠かせない大事な能力です。

の入門期の授業では聞く力がないと何もできません。小学校では教科それぞれに

目指す能力があり、主体性や持続力といった態度もありますが、多くの能力と態度に聞く力が

つながっていて、お互い影響し合っているのです。聞く力がなければ思考がはたらかず、思考

力がないと聞くことが十分できず、反対に、聞く力がついていけば様々な能力が

では、どうやって聞く力をつけるのか？・・・学校では授業で系統的につけていきます。１

国語でも算数でも聞く授業をしているように思えるほど、聞いて考え

２年生で話の順序を

また、日常、教師は目と目を合わせて聞く

します。できるようになるまで繰り返します。目が合わない子どもは

聞きもらしたりしてしまいます。目を合わせてなかったために聞くことが

家庭にも協力してもらい、何度も困らせて、何度も練習し

良かった体験も大事です。家庭でも学校でも正しく

ともに喜べることがあれば、積極的に聞くようになります。

担任をしていた頃、話が聞けない子どもがいました。多動で、何かの刺激に注意が向く子ど

もでした。聞けないので友だちとうまく遊ぶこともできず、わたしの後を

が遊びでした。それでも、クラスの仲間といっしょに楽しむ時間がありました。それが、朝と

帰る前の読み聞かせの時間でした。読み聞かせの時間になると子どもたちがわたしのまわりに

初めはうまくいかず、その子どもはまわりの見え

立ち上がってしまうと聞けなくなります。誰かが声

を出すとそちらが気になります。それで、特別席をつくり膝の上に乗せて読み聞かせをしまし

聞けるようになりました。立ち上がる子どもはいませ

ん。音も出さず、本に目を向けています。わたしの読み声を積極的に聞くようになりました。

、特別席に座る必要がなくなりました。クラスの子どもとわたしの幸せな時

と子どもが感じる
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それでは、夢は一部の優れた才能を持った人だけがかなえるものかと言えば、そうではなくて、

すべての人が夢をかなえることができると思います。夢をかなえる人生を切り開

先日のオリンピックで金メダルをとった

に答えた金メダル選手のことばは考えさ

コーチと二人三脚で金メダルを取りましたね。

コーチの力を多くが認めており、選手

一瞬考えた後、「コーチだけではあり

すべての人にお礼を言いたいと思います。」

留学でお世話になった人、体のケアをしてく

るはずです。家族皆さんの応援と励まし、

が大きいかもしれません。惜しくも２位で下をうつ

金メダル選手は敵対心で戦ってきたのでは

。そう考えると、金メダル選手の

金メダルはひとつですが、メダルにかかわった人はたくさんいて、その人たちは脇

。それぞれの人が優れた

ち、熱い心を持ち、チームで夢をかなえたのだと想像できます。ひとりの力では限界があり、

。金メダル選手のまわりに

学校では力を合わせてひとつのことをやり通す学習をします。１年生は物語の音読をするの

に役割を決めて２，３人で声に出して読みます。２年生は大きな数を数えるのに仲間と分担し

力や個性を出し合って解決する授業

でも、バスケットボールの試合でも、

とりではできないことができること、そして、多くの人の力を合わせると大きな成果が出るこ

ゴールを挙げた人が優れているのではありません。ゴールを守っ

社会に出てチームで社会貢献をすることになります。そのための個々の

ることの面白さと

メダルを取ることを子ども
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8 年 2 月 28

安田小学校長 

やってみたいことを見つけ、挑戦することを

。目標に向かって挑戦し、生き生きとした子どもの姿を見るのが教師の

その成果や伸びた点を

に胸を張って、さらに上を目指す子どもにと願います

夢をかなえる人になってほしい、そのための力をつけるのが学校です。ただ、子どもの夢は

なってかなうものではなく、目指すところを変えることのほうが多いのかもしれません。

それでは、夢は一部の優れた才能を持った人だけがかなえるものかと言えば、そうではなくて、

すべての人が夢をかなえることができると思います。夢をかなえる人生を切り開き、すべての

金メダルをとったスピード

に答えた金メダル選手のことばは考えさ

コーチと二人三脚で金メダルを取りましたね。

コーチの力を多くが認めており、選手

「コーチだけではあり

すべての人にお礼を言いたいと思います。」

留学でお世話になった人、体のケアをしてくれた人、食事指導を

。家族皆さんの応援と励まし、

惜しくも２位で下をうつ

敵対心で戦ってきたのでは

そう考えると、金メダル選手の

金メダルはひとつですが、メダルにかかわった人はたくさんいて、その人たちは脇

それぞれの人が優れた

ひとりの力では限界があり、

。金メダル選手のまわりには、見えない主役が

学校では力を合わせてひとつのことをやり通す学習をします。１年生は物語の音読をするの

に役割を決めて２，３人で声に出して読みます。２年生は大きな数を数えるのに仲間と分担し

力や個性を出し合って解決する授業

でも、バスケットボールの試合でも、

とりではできないことができること、そして、多くの人の力を合わせると大きな成果が出るこ

ゴールを挙げた人が優れているのではありません。ゴールを守っ

社会に出てチームで社会貢献をすることになります。そのための個々の

ることの面白さと成し遂げる

メダルを取ることを子ども

28 日 

安田小学校長   

することを

教師の喜びです。

その成果や伸びた点を

と願います。

子どもの夢は

なってかなうものではなく、目指すところを変えることのほうが多いのかもしれません。

それでは、夢は一部の優れた才能を持った人だけがかなえるものかと言えば、そうではなくて、

、すべての

スピードス

に答えた金メダル選手のことばは考えさ

コーチと二人三脚で金メダルを取りましたね。

コーチの力を多くが認めており、選手

「コーチだけではあり

すべての人にお礼を言いたいと思います。」

れた人、食事指導を

。家族皆さんの応援と励まし、

惜しくも２位で下をうつ

敵対心で戦ってきたのでは

そう考えると、金メダル選手の

金メダルはひとつですが、メダルにかかわった人はたくさんいて、その人たちは脇

それぞれの人が優れた能力を持

ひとりの力では限界があり、

見えない主役が

学校では力を合わせてひとつのことをやり通す学習をします。１年生は物語の音読をするの

に役割を決めて２，３人で声に出して読みます。２年生は大きな数を数えるのに仲間と分担し

力や個性を出し合って解決する授業

でも、バスケットボールの試合でも、ひ

とりではできないことができること、そして、多くの人の力を合わせると大きな成果が出るこ

ゴールを挙げた人が優れているのではありません。ゴールを守っ

社会に出てチームで社会貢献をすることになります。そのための個々の

成し遂げる喜び

メダルを取ることを子どもたちは

新田 哲之

喜びです。

。 

なってかなうものではなく、目指すところを変えることのほうが多いのかもしれません。

それでは、夢は一部の優れた才能を持った人だけがかなえるものかと言えば、そうではなくて、

。家族皆さんの応援と励まし、

哲之 
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に話すことができることに加えて、

ちは、心地良く話を聞くことがあります。

これが豊かなことばではないかと思います。

年生の五七五の文から豊かなことばが見て取れます。

だではなく、

 

 

 

 

感じる、音を感じる

はこかがみ」

下の 2 つは目線の移動。映像以上の

言語感覚は、小さい時からの言語の環境によって身につきます。小学校では、優れた表現を

声に出して読む

大事にします。子どもは

やってきて、「スイミー」

視写をさせると、さらに心に入り込み、優れた表現を自分の文に取り入れるようになります。

年生になっても音読や視写は効果があり、

身についてきます。

風 

豊かなことば 

豊かなことばが使える子どもにと教師は願っています。豊かなことばとは、ていねいに的確

に話すことができることに加えて、

ちは、心地良く話を聞くことがあります。

これが豊かなことばではないかと思います。

五七五の文から豊かなことばが見て取れます。

 

書き初めで親指小指真っ黒け

 

ではなく、真っ黒けと表した

 

白いいき早く来てよとバスを待つ

 

はつもうでお供うきうきじゃりの音

 

水たまり中に氷のはこかがみ

 

雪降るかまどぎわで待つ妹よ

 

後ろから雪のあしあと追ってくる

 

感じる、音を感じる初めの

」は、子どもの造語。このことばでなければ見たことが表せな

は目線の移動。映像以上の

小さい時からの言語の環境によって身につきます。小学校では、優れた表現を

声に出して読むこと)と視写

子どもは作品を音読させると

「スイミー」(作：レオレオニ

視写をさせると、さらに心に入り込み、優れた表現を自分の文に取り入れるようになります。

年生になっても音読や視写は効果があり、

身についてきます。ことばは

風 のかたち
 

豊かなことばが使える子どもにと教師は願っています。豊かなことばとは、ていねいに的確

に話すことができることに加えて、言語感覚を使い、

ちは、心地良く話を聞くことがあります。

これが豊かなことばではないかと思います。

五七五の文から豊かなことばが見て取れます。

書き初めで親指小指真っ黒け

 

と表した言語感覚に、この子どもの豊かさを感じます。

白いいき早く来てよとバスを待つ

はつもうでお供うきうきじゃりの音

水たまり中に氷のはこかがみ

雪降るかまどぎわで待つ妹よ

後ろから雪のあしあと追ってくる

初めの 2つ。色や音を使う子どもは文学作品の豊かな読み手です。

は、子どもの造語。このことばでなければ見たことが表せな

は目線の移動。映像以上の

小さい時からの言語の環境によって身につきます。小学校では、優れた表現を

視写(書き写し

作品を音読させると

作：レオレオニ

視写をさせると、さらに心に入り込み、優れた表現を自分の文に取り入れるようになります。

年生になっても音読や視写は効果があり、

ことばは、子どもの財産になります。

のかたち
 

豊かなことばが使える子どもにと教師は願っています。豊かなことばとは、ていねいに的確

言語感覚を使い、

ちは、心地良く話を聞くことがあります。文章を読んで手に取るようにわかることがありま

これが豊かなことばではないかと思います。 

五七五の文から豊かなことばが見て取れます。

書き初めで親指小指真っ黒け

言語感覚に、この子どもの豊かさを感じます。

白いいき早く来てよとバスを待つ

はつもうでお供うきうきじゃりの音

水たまり中に氷のはこかがみ

雪降るかまどぎわで待つ妹よ

後ろから雪のあしあと追ってくる

つ。色や音を使う子どもは文学作品の豊かな読み手です。

は、子どもの造語。このことばでなければ見たことが表せな

は目線の移動。映像以上の力が読み手に伝わります。

小さい時からの言語の環境によって身につきます。小学校では、優れた表現を

書き写し)をします。

作品を音読させると好きなところを

作：レオレオニ)は教科書見なくても言えると胸を張っていました。

視写をさせると、さらに心に入り込み、優れた表現を自分の文に取り入れるようになります。

年生になっても音読や視写は効果があり、正確に読む力となり、

子どもの財産になります。

のかたち 
 

豊かなことばが使える子どもにと教師は願っています。豊かなことばとは、ていねいに的確

言語感覚を使い、心の底から表されたものです。

を読んで手に取るようにわかることがありま

五七五の文から豊かなことばが見て取れます。  

書き初めで親指小指真っ黒け 

言語感覚に、この子どもの豊かさを感じます。

白いいき早く来てよとバスを待つ 

はつもうでお供うきうきじゃりの音 

水たまり中に氷のはこかがみ 

雪降るかまどぎわで待つ妹よ 

後ろから雪のあしあと追ってくる 

つ。色や音を使う子どもは文学作品の豊かな読み手です。

は、子どもの造語。このことばでなければ見たことが表せな

力が読み手に伝わります。

小さい時からの言語の環境によって身につきます。小学校では、優れた表現を

をします。特に 1

好きなところを覚えてしまいます。

教科書見なくても言えると胸を張っていました。

視写をさせると、さらに心に入り込み、優れた表現を自分の文に取り入れるようになります。

正確に読む力となり、

子どもの財産になります。
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豊かなことばが使える子どもにと教師は願っています。豊かなことばとは、ていねいに的確

心の底から表されたものです。

を読んで手に取るようにわかることがありま

言語感覚に、この子どもの豊かさを感じます。

 

つ。色や音を使う子どもは文学作品の豊かな読み手です。

は、子どもの造語。このことばでなければ見たことが表せな

力が読み手に伝わります。 

小さい時からの言語の環境によって身につきます。小学校では、優れた表現を

1年生と 2 年生は、音読

覚えてしまいます。

教科書見なくても言えると胸を張っていました。

視写をさせると、さらに心に入り込み、優れた表現を自分の文に取り入れるようになります。

正確に読む力となり、確かなことばと豊かなことば

子どもの財産になります。 
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8 年 3 月 9

安田小学校長 

豊かなことばが使える子どもにと教師は願っています。豊かなことばとは、ていねいに的確

心の底から表されたものです。

を読んで手に取るようにわかることがありま

言語感覚に、この子どもの豊かさを感じます。

つ。色や音を使う子どもは文学作品の豊かな読み手です。

は、子どもの造語。このことばでなければ見たことが表せなかったのでし

小さい時からの言語の環境によって身につきます。小学校では、優れた表現を

年生は、音読

覚えてしまいます。先日、

教科書見なくても言えると胸を張っていました。

視写をさせると、さらに心に入り込み、優れた表現を自分の文に取り入れるようになります。

確かなことばと豊かなことば

9 日 

安田小学校長   

豊かなことばが使える子どもにと教師は願っています。豊かなことばとは、ていねいに的確

心の底から表されたものです。わたした

を読んで手に取るようにわかることがあります。

言語感覚に、この子どもの豊かさを感じます。 

つ。色や音を使う子どもは文学作品の豊かな読み手です。3つ

かったのでし

小さい時からの言語の環境によって身につきます。小学校では、優れた表現を

年生は、音読と視写を

先日、1 年生が

教科書見なくても言えると胸を張っていました。

視写をさせると、さらに心に入り込み、優れた表現を自分の文に取り入れるようになります。6

確かなことばと豊かなことば

新田 哲之

す。

つ

年生が

教科書見なくても言えると胸を張っていました。

6

哲之 



 

 

   前

 

 幸せな時を人は幸せと感じていないことがあります。ましてや、過去の不安やつらさは意識

に出てきません。だからこそ、人は後ろを向いて生きることをしなくて済むのですが、教育現

場では子どもの姿を思い出し

業中うとうとしていた

病気をして思い通りに動けず教室にいた子ども、

 英語のスピーチコンテストで

いました。入選に向けて必死でという感じではなく、日課のようにやって

ってきました。

日記をクラスのみんなの前で読む活動があり、それを読むことができず困っていました。うま

く日記が書けなくて、自分の順番が日に日に近づき、心配する日が続きました。

３文書いていれば合格なのですが、

すら読めないから心配が大きくなっていました。担任は

言うのですが心配はなくなりません。家庭でも子どもの心配を打ち消そうといろいろされたの

ですが、

でした。

しかし、光はありました。

がありました。担任の先生のことも好きで、これなら何とかなりそうだと思いました。１年生

というのはできる喜びやわかる楽しさを感じるというよりも、活動自体の楽しさを感じること

で満足します。

ねいな文字や体育のお手本に惹かれます。

ずかでも感じて積み重ねていくこと、友達や先生など好きな人の範囲を広げることをめあてに

して、接していきました。当時の校長先生に

た。ボールを投げて捕るキャッチボールですが、毎日やればだんだんうまくなり、そのうちま

わりの子どもが加わる、そして、子どもだけで遊ぶように

うまくはなりませんでしたが、楽しいことは続けられるものです。やりたい遊びに友達と群れ

るようになりました。

 子どもというのは、学習スピードに差がある

断してしまいます。できないと自信をなくしたとき、その子に合わせたペース

ことがもっとも大事です

るようになってきました。

大きくなりました。

なかなか譲らないほど

 卒業を迎え

が変われて

これからも続けます。

 

前を向いて歩く

幸せな時を人は幸せと感じていないことがあります。ましてや、過去の不安やつらさは意識

に出てきません。だからこそ、人は後ろを向いて生きることをしなくて済むのですが、教育現

場では子どもの姿を思い出し

うとうとしていた

病気をして思い通りに動けず教室にいた子ども、

英語のスピーチコンテストで

いました。入選に向けて必死でという感じではなく、日課のようにやって

ってきました。」と報告してくれました。Ａくんが

日記をクラスのみんなの前で読む活動があり、それを読むことができず困っていました。うま

記が書けなくて、自分の順番が日に日に近づき、心配する日が続きました。

３文書いていれば合格なのですが、

すら読めないから心配が大きくなっていました。担任は

言うのですが心配はなくなりません。家庭でも子どもの心配を打ち消そうといろいろされたの

ですが、子どもの心は変わりませんでした。日記だけでなく、ほかの学習でも元気がないよう

。 

しかし、光はありました。

がありました。担任の先生のことも好きで、これなら何とかなりそうだと思いました。１年生

というのはできる喜びやわかる楽しさを感じるというよりも、活動自体の楽しさを感じること

で満足します。好きな先生がそばにい

ねいな文字や体育のお手本に惹かれます。

ずかでも感じて積み重ねていくこと、友達や先生など好きな人の範囲を広げることをめあてに

接していきました。当時の校長先生に

た。ボールを投げて捕るキャッチボールですが、毎日やればだんだんうまくなり、そのうちま

わりの子どもが加わる、そして、子どもだけで遊ぶように

うまくはなりませんでしたが、楽しいことは続けられるものです。やりたい遊びに友達と群れ

るようになりました。

子どもというのは、学習スピードに差がある

断してしまいます。できないと自信をなくしたとき、その子に合わせたペース

ことがもっとも大事です

るようになってきました。

大きくなりました。

なかなか譲らないほど

を迎え、お母さんが、「おかげでここまで成長しました。先生の後押しがあって、わたし

われて子どもが変わったのです。」と話してくださいました。

これからも続けます。
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を向いて歩く 

幸せな時を人は幸せと感じていないことがあります。ましてや、過去の不安やつらさは意識

に出てきません。だからこそ、人は後ろを向いて生きることをしなくて済むのですが、教育現

場では子どもの姿を思い出し、

うとうとしていた子ども、

病気をして思い通りに動けず教室にいた子ども、

英語のスピーチコンテストで

いました。入選に向けて必死でという感じではなく、日課のようにやって

」と報告してくれました。Ａくんが

日記をクラスのみんなの前で読む活動があり、それを読むことができず困っていました。うま

記が書けなくて、自分の順番が日に日に近づき、心配する日が続きました。

３文書いていれば合格なのですが、

すら読めないから心配が大きくなっていました。担任は

言うのですが心配はなくなりません。家庭でも子どもの心配を打ち消そうといろいろされたの

子どもの心は変わりませんでした。日記だけでなく、ほかの学習でも元気がないよう

しかし、光はありました。授業

がありました。担任の先生のことも好きで、これなら何とかなりそうだと思いました。１年生

というのはできる喜びやわかる楽しさを感じるというよりも、活動自体の楽しさを感じること

好きな先生がそばにい

ねいな文字や体育のお手本に惹かれます。

ずかでも感じて積み重ねていくこと、友達や先生など好きな人の範囲を広げることをめあてに

接していきました。当時の校長先生に

た。ボールを投げて捕るキャッチボールですが、毎日やればだんだんうまくなり、そのうちま

わりの子どもが加わる、そして、子どもだけで遊ぶように

うまくはなりませんでしたが、楽しいことは続けられるものです。やりたい遊びに友達と群れ

るようになりました。 

子どもというのは、学習スピードに差がある

断してしまいます。できないと自信をなくしたとき、その子に合わせたペース

ことがもっとも大事です。3 年生、

るようになってきました。5 年生になって算数の自主勉強をするようになり

大きくなりました。6年生の後半、国語の課題で間違った解釈をしていたので説明したのですが

なかなか譲らないほど自分の考えで判断する、

お母さんが、「おかげでここまで成長しました。先生の後押しがあって、わたし

子どもが変わったのです。」と話してくださいました。

これからも続けます。 

風 のかたち
 

幸せな時を人は幸せと感じていないことがあります。ましてや、過去の不安やつらさは意識

に出てきません。だからこそ、人は後ろを向いて生きることをしなくて済むのですが、教育現

、その成長がうれしくてたまらない

子ども、バスが満員で

病気をして思い通りに動けず教室にいた子ども、

英語のスピーチコンテストでＡくんが入選した

いました。入選に向けて必死でという感じではなく、日課のようにやって

」と報告してくれました。Ａくんが

日記をクラスのみんなの前で読む活動があり、それを読むことができず困っていました。うま

記が書けなくて、自分の順番が日に日に近づき、心配する日が続きました。

３文書いていれば合格なのですが、ほかの子どもは上手で自分は下手だと考え、しかも、すら

すら読めないから心配が大きくなっていました。担任は

言うのですが心配はなくなりません。家庭でも子どもの心配を打ち消そうといろいろされたの

子どもの心は変わりませんでした。日記だけでなく、ほかの学習でも元気がないよう

授業中、ずっと

がありました。担任の先生のことも好きで、これなら何とかなりそうだと思いました。１年生

というのはできる喜びやわかる楽しさを感じるというよりも、活動自体の楽しさを感じること

好きな先生がそばにいれば

ねいな文字や体育のお手本に惹かれます。

ずかでも感じて積み重ねていくこと、友達や先生など好きな人の範囲を広げることをめあてに

接していきました。当時の校長先生に

た。ボールを投げて捕るキャッチボールですが、毎日やればだんだんうまくなり、そのうちま

わりの子どもが加わる、そして、子どもだけで遊ぶように

うまくはなりませんでしたが、楽しいことは続けられるものです。やりたい遊びに友達と群れ

子どもというのは、学習スピードに差がある

断してしまいます。できないと自信をなくしたとき、その子に合わせたペース

年生、4年生になると

年生になって算数の自主勉強をするようになり

年生の後半、国語の課題で間違った解釈をしていたので説明したのですが

自分の考えで判断する、

お母さんが、「おかげでここまで成長しました。先生の後押しがあって、わたし

子どもが変わったのです。」と話してくださいました。

のかたち
 

幸せな時を人は幸せと感じていないことがあります。ましてや、過去の不安やつらさは意識

に出てきません。だからこそ、人は後ろを向いて生きることをしなくて済むのですが、教育現

その成長がうれしくてたまらない

バスが満員で目的のバス停で降り

病気をして思い通りに動けず教室にいた子ども、顔を見ればそれぞれ思い出

くんが入選したと聞き

いました。入選に向けて必死でという感じではなく、日課のようにやって

」と報告してくれました。Ａくんが 1

日記をクラスのみんなの前で読む活動があり、それを読むことができず困っていました。うま

記が書けなくて、自分の順番が日に日に近づき、心配する日が続きました。

ほかの子どもは上手で自分は下手だと考え、しかも、すら

すら読めないから心配が大きくなっていました。担任は

言うのですが心配はなくなりません。家庭でも子どもの心配を打ち消そうといろいろされたの

子どもの心は変わりませんでした。日記だけでなく、ほかの学習でも元気がないよう

、ずっと下を向いて

がありました。担任の先生のことも好きで、これなら何とかなりそうだと思いました。１年生

というのはできる喜びやわかる楽しさを感じるというよりも、活動自体の楽しさを感じること

れば元気になります。

ねいな文字や体育のお手本に惹かれます。担任の先生は十分やっていたので、

ずかでも感じて積み重ねていくこと、友達や先生など好きな人の範囲を広げることをめあてに

接していきました。当時の校長先生にもお願いして一緒にボール

た。ボールを投げて捕るキャッチボールですが、毎日やればだんだんうまくなり、そのうちま

わりの子どもが加わる、そして、子どもだけで遊ぶように

うまくはなりませんでしたが、楽しいことは続けられるものです。やりたい遊びに友達と群れ

子どもというのは、学習スピードに差があるために

断してしまいます。できないと自信をなくしたとき、その子に合わせたペース

年生になるとＡくんは人と比

年生になって算数の自主勉強をするようになり

年生の後半、国語の課題で間違った解釈をしていたので説明したのですが

自分の考えで判断する、まわりと比べず

お母さんが、「おかげでここまで成長しました。先生の後押しがあって、わたし

子どもが変わったのです。」と話してくださいました。

のかたち 
 

幸せな時を人は幸せと感じていないことがあります。ましてや、過去の不安やつらさは意識

に出てきません。だからこそ、人は後ろを向いて生きることをしなくて済むのですが、教育現

その成長がうれしくてたまらない

目的のバス停で降り

顔を見ればそれぞれ思い出

と聞きました

いました。入選に向けて必死でという感じではなく、日課のようにやって

1年生の時のことを思い出しました。書いた

日記をクラスのみんなの前で読む活動があり、それを読むことができず困っていました。うま

記が書けなくて、自分の順番が日に日に近づき、心配する日が続きました。

ほかの子どもは上手で自分は下手だと考え、しかも、すら

すら読めないから心配が大きくなっていました。担任はだいじょうぶ

言うのですが心配はなくなりません。家庭でも子どもの心配を打ち消そうといろいろされたの

子どもの心は変わりませんでした。日記だけでなく、ほかの学習でも元気がないよう

下を向いてはいませんでした

がありました。担任の先生のことも好きで、これなら何とかなりそうだと思いました。１年生

というのはできる喜びやわかる楽しさを感じるというよりも、活動自体の楽しさを感じること

元気になります。好きな先生が話す

担任の先生は十分やっていたので、

ずかでも感じて積み重ねていくこと、友達や先生など好きな人の範囲を広げることをめあてに

お願いして一緒にボール

た。ボールを投げて捕るキャッチボールですが、毎日やればだんだんうまくなり、そのうちま

わりの子どもが加わる、そして、子どもだけで遊ぶようになると考えてのことです。すぐには

うまくはなりませんでしたが、楽しいことは続けられるものです。やりたい遊びに友達と群れ

ためにできないと思い、自分は駄目なんだと判

断してしまいます。できないと自信をなくしたとき、その子に合わせたペース

Ａくんは人と比

年生になって算数の自主勉強をするようになり

年生の後半、国語の課題で間違った解釈をしていたので説明したのですが

まわりと比べず

お母さんが、「おかげでここまで成長しました。先生の後押しがあって、わたし

子どもが変わったのです。」と話してくださいました。
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幸せな時を人は幸せと感じていないことがあります。ましてや、過去の不安やつらさは意識

に出てきません。だからこそ、人は後ろを向いて生きることをしなくて済むのですが、教育現

その成長がうれしくてたまらないのです。

目的のバス停で降りられなかった子ども、大きな

顔を見ればそれぞれ思い出

ました。担任に、「毎日学校で練習して

いました。入選に向けて必死でという感じではなく、日課のようにやって

のことを思い出しました。書いた

日記をクラスのみんなの前で読む活動があり、それを読むことができず困っていました。うま

記が書けなくて、自分の順番が日に日に近づき、心配する日が続きました。

ほかの子どもは上手で自分は下手だと考え、しかも、すら

だいじょうぶ、これでいいのですよと

言うのですが心配はなくなりません。家庭でも子どもの心配を打ち消そうといろいろされたの

子どもの心は変わりませんでした。日記だけでなく、ほかの学習でも元気がないよう

はいませんでした

がありました。担任の先生のことも好きで、これなら何とかなりそうだと思いました。１年生

というのはできる喜びやわかる楽しさを感じるというよりも、活動自体の楽しさを感じること

好きな先生が話す

担任の先生は十分やっていたので、

ずかでも感じて積み重ねていくこと、友達や先生など好きな人の範囲を広げることをめあてに

お願いして一緒にボール遊びをして

た。ボールを投げて捕るキャッチボールですが、毎日やればだんだんうまくなり、そのうちま

なると考えてのことです。すぐには

うまくはなりませんでしたが、楽しいことは続けられるものです。やりたい遊びに友達と群れ

できないと思い、自分は駄目なんだと判

断してしまいます。できないと自信をなくしたとき、その子に合わせたペース

Ａくんは人と比べず、自分のペースで学習す

年生になって算数の自主勉強をするようになり

年生の後半、国語の課題で間違った解釈をしていたので説明したのですが

まわりと比べず前を向いて歩く

お母さんが、「おかげでここまで成長しました。先生の後押しがあって、わたし

子どもが変わったのです。」と話してくださいました。親御さんの思いを心にとめて

89 

 
8 年 3 月 19

安田小学校長 

幸せな時を人は幸せと感じていないことがあります。ましてや、過去の不安やつらさは意識

に出てきません。だからこそ、人は後ろを向いて生きることをしなくて済むのですが、教育現

のです。遠くからの通学で授

れなかった子ども、大きな

顔を見ればそれぞれ思い出が浮かんできます。

。担任に、「毎日学校で練習して

いました。入選に向けて必死でという感じではなく、日課のようにやってだんだんと上手にな

のことを思い出しました。書いた

日記をクラスのみんなの前で読む活動があり、それを読むことができず困っていました。うま

記が書けなくて、自分の順番が日に日に近づき、心配する日が続きました。1年生ですから

ほかの子どもは上手で自分は下手だと考え、しかも、すら

、これでいいのですよと

言うのですが心配はなくなりません。家庭でも子どもの心配を打ち消そうといろいろされたの

子どもの心は変わりませんでした。日記だけでなく、ほかの学習でも元気がないよう

はいませんでした。目を輝かせる瞬間

がありました。担任の先生のことも好きで、これなら何とかなりそうだと思いました。１年生

というのはできる喜びやわかる楽しさを感じるというよりも、活動自体の楽しさを感じること

好きな先生が話す声や黒板のてい

担任の先生は十分やっていたので、できる喜びをわ

ずかでも感じて積み重ねていくこと、友達や先生など好きな人の範囲を広げることをめあてに

遊びをしてもらいまし

た。ボールを投げて捕るキャッチボールですが、毎日やればだんだんうまくなり、そのうちま

なると考えてのことです。すぐには

うまくはなりませんでしたが、楽しいことは続けられるものです。やりたい遊びに友達と群れ

できないと思い、自分は駄目なんだと判

断してしまいます。できないと自信をなくしたとき、その子に合わせたペースと量で指導

べず、自分のペースで学習す

年生になって算数の自主勉強をするようになり、不安よりも自信が

年生の後半、国語の課題で間違った解釈をしていたので説明したのですが

を向いて歩く人になりました

お母さんが、「おかげでここまで成長しました。先生の後押しがあって、わたし

親御さんの思いを心にとめて

19 日 

安田小学校長   

幸せな時を人は幸せと感じていないことがあります。ましてや、過去の不安やつらさは意識

に出てきません。だからこそ、人は後ろを向いて生きることをしなくて済むのですが、教育現

遠くからの通学で授

れなかった子ども、大きな

浮かんできます。

。担任に、「毎日学校で練習して

だんだんと上手にな

のことを思い出しました。書いた

日記をクラスのみんなの前で読む活動があり、それを読むことができず困っていました。うま

年生ですから

ほかの子どもは上手で自分は下手だと考え、しかも、すら

、これでいいのですよと

言うのですが心配はなくなりません。家庭でも子どもの心配を打ち消そうといろいろされたの

子どもの心は変わりませんでした。日記だけでなく、ほかの学習でも元気がないよう

。目を輝かせる瞬間

がありました。担任の先生のことも好きで、これなら何とかなりそうだと思いました。１年生

というのはできる喜びやわかる楽しさを感じるというよりも、活動自体の楽しさを感じること

黒板のてい

できる喜びをわ

ずかでも感じて積み重ねていくこと、友達や先生など好きな人の範囲を広げることをめあてに

もらいまし

た。ボールを投げて捕るキャッチボールですが、毎日やればだんだんうまくなり、そのうちま

なると考えてのことです。すぐには

うまくはなりませんでしたが、楽しいことは続けられるものです。やりたい遊びに友達と群れ

できないと思い、自分は駄目なんだと判

で指導する

べず、自分のペースで学習す

不安よりも自信が

年生の後半、国語の課題で間違った解釈をしていたので説明したのですが

人になりました。

お母さんが、「おかげでここまで成長しました。先生の後押しがあって、わたし

親御さんの思いを心にとめて

新田 哲之

浮かんできます。 

。担任に、「毎日学校で練習して

のことを思い出しました。書いた

年生ですから

べず、自分のペースで学習す

不安よりも自信が

年生の後半、国語の課題で間違った解釈をしていたので説明したのですが

。 

お母さんが、「おかげでここまで成長しました。先生の後押しがあって、わたし

親御さんの思いを心にとめて

哲之 



 

 

   春を迎える

 

 ３月になると

迎える喜び

学する新入生を迎える喜びが膨らみます。

 

 １年生は手紙の書き方とパソコンの文字入力を身につけることを学習のめあてにして、新入

生に手紙を書きました。

ごにゅうがく

がっこうはとてもたのしいです。せんせいはきびしいです。おんがくやちゃいむがなったら、

しずかにしましょう。

あそぶよりべんきょうのほうがたのしいです。

１年前の入学する頃、学校ってどんなところ

像していたのでしょう

ャイムの合図で行動しなければなりません。それでも

ても遊べますが、それよりも勉強の方が楽しいですよと

います。

 特に、勉強の方が楽しいと言えるのは、遊びとは違った活動の

らです。幼稚園と同じように七夕会や草つみをしても、学校

の名前を調べて

動能力を

 

 活動のおもしろさがいちばんで、これがなければ

に加えて

生でも１年間を振り返ります。そのとき、成し遂げたことを心に留めて春を迎えてほしいので

す。おもしろかった活動よりもでき

えます。

   

 わたしが１年生になってできるようになったことは、けいさんと２じゅうとびと字がきれ

いにかけるようになったことです。

 とくに、けいさんのたしざんです。わたしは、いえでも学校でもれんしゅうしました。そ

れでも、１ぷん４０びょうはかかってしまいます。１ぷん３０びょういない

ません。

た。 

２年生になったら、１ぷんにしたいです。
 

 

春を迎える 

になると暖かくなり

迎える喜びのときです。

学する新入生を迎える喜びが膨らみます。

１年生は手紙の書き方とパソコンの文字入力を身につけることを学習のめあてにして、新入

生に手紙を書きました。

ごにゅうがくおめでとうございます。

がっこうはとてもたのしいです。せんせいはきびしいです。おんがくやちゃいむがなったら、

しずかにしましょう。

あそぶよりべんきょうのほうがたのしいです。

１年前の入学する頃、学校ってどんなところ

像していたのでしょう

ャイムの合図で行動しなければなりません。それでも

ても遊べますが、それよりも勉強の方が楽しいですよと

います。 

特に、勉強の方が楽しいと言えるのは、遊びとは違った活動の

らです。幼稚園と同じように七夕会や草つみをしても、学校

の名前を調べて、その形態の特徴を見つけ

動能力をめあてにし

活動のおもしろさがいちばんで、これがなければ

に加えてできる喜びを味わうことは、

１年間を振り返ります。そのとき、成し遂げたことを心に留めて春を迎えてほしいので

おもしろかった活動よりもでき

えます。子どもが努力の結果

   もうすぐ２年生

わたしが１年生になってできるようになったことは、けいさんと２じゅうとびと字がきれ

いにかけるようになったことです。

とくに、けいさんのたしざんです。わたしは、いえでも学校でもれんしゅうしました。そ

れでも、１ぷん４０びょうはかかってしまいます。１ぷん３０びょういない

ません。わたしはふくしまさんにとっくんしてもらいました。そうして、ごうかくできまし

 

２年生になったら、１ぷんにしたいです。

風 

 

暖かくなり、すっかり春

のときです。１年生はもうすぐ２年生に進級する喜びが大きく、それに合わせて入

学する新入生を迎える喜びが膨らみます。

１年生は手紙の書き方とパソコンの文字入力を身につけることを学習のめあてにして、新入

生に手紙を書きました。 

おめでとうございます。

がっこうはとてもたのしいです。せんせいはきびしいです。おんがくやちゃいむがなったら、

しずかにしましょう。 

あそぶよりべんきょうのほうがたのしいです。

１年前の入学する頃、学校ってどんなところ

像していたのでしょう。小学校の先生は、

ャイムの合図で行動しなければなりません。それでも

ても遊べますが、それよりも勉強の方が楽しいですよと

特に、勉強の方が楽しいと言えるのは、遊びとは違った活動の

らです。幼稚園と同じように七夕会や草つみをしても、学校

その形態の特徴を見つけ

めあてにして、学習活動を組み立て

活動のおもしろさがいちばんで、これがなければ

できる喜びを味わうことは、
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