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児童が中心となり、一人一人が活躍できる活動 

主幹教諭   髙橋 信行 

若葉から青葉へと季節はあっという間に過ぎ、紫陽花も美しい花を咲かせる季節がやってきました。子供た

ちは毎日、元気に過ごしています。５月６日には代表委員会が中心となり、全校児童で「１年生を迎える会」

を開き、１年生へ「明るく楽しく、みんなやさしい学校」という気持ちを届ける心温まる時間となりました。 

５月１６日からは運動会特別時程も始まり、６月４日の運動

会に向け練習を重ねてきて、大詰めを迎えようとしています。代

表委員会が全校児童の考えをもとに「楽しく協力し合い最後ま

で全力を出しきろう」というスローガンをつくりました。児童一

人一人が輝く運動会になるよう願っています。 

感染症予防対策のため残念ながらご来賓の皆様のご参観はあ

りませんが、保護者の皆様には、温かいご声援をお願いいたし

ます。さらに、運動会後は児童と一緒に運動会をふり返り、努力

を認める時間をもつことができると一層の成長に繋がります。 
 

1 年生を迎える会や運動会の他にも、児童が中心となり一人一人が活躍する活動

がたくさんあります。 

【学級係活動】 

各学級には、学級生活をより楽しくするためにいろいろな係があります。新聞係

が友達にインタビューをして「好きな給食ランキングの記事」を書いたり、クイズ

係がみんなの興味をもつ「豆知識クイズ」を出したり、遊び係が「学級遊び」を企

画して休み時間にみんなで鬼ごっこをしたりしています。最近では、タブレット端

末を活用して、折り紙の折り方を調べて「折り紙で飾り」を作ったり、クイズの「ス

ライド」を作ったりする姿も見られます。児童の端末活用の上達には改めて驚かさ

れるとともに、内遊びを工夫して過ごす姿を嬉しく思います。 

【委員会活動】 

一部の４年生を含む５，６年生で構成された９つの委員会が、学校のた

めに活動を始めています。代表委員会は代表委員会だよりで、「明るく楽

しく、みんな仲よく支えあえる学校をつくる」という代表委員会の目標を

全校へ発信しました。運動委員会は走り方のこつをまとめたポスター等を

各学級へ配布したり、広報委員会はおすすめの詩を書いて校内の掲示板に

掲示したりしています。低学年の児童は、高学年の活動する姿をよく見て

おり、憧れを抱いています。低学年の学級で高学年になったらやってみた

い委員会を聞くと、「本が好きだから図書委員会に入ってみたい」「放

送室で校内放送をしてみたい」という声をたくさん聞くことができま

す。 

【クラブ活動】 

令和４年度も、発起人が中心となり児童が自分たちで仲間を集めて設立した１２のクラブがあります。今年

は、新しく「一輪車クラブ」「ベースボール型ゲームクラブ」「バレーボールクラブ」ができました。各クラ

ブで６年生が中心となって全体に声をかけたり教えたりする姿が見られます。今後４，５年生が６年生の姿を

真似ながらクラブを進めようとすることも期待できます。クラブ活動は共通の興味・関心をもった仲間と、自

分の好きなことに集中して取り組むことができ、児童の大好きな時間の一つです。 
 

コロナ禍でも、活動の方法や形態を工夫することで、児童一人一人が個性やよさを発揮しながら友達とのよ

い関係を深めていくことができる環境をつくっていきます。また、今年度はこのような活動の中にも、ＩＣＴ

機器の効果的な活用を段階的に図り、児童が自ら創意工夫のある活動をする気持ちを高めることができるよ

う指導を進めていきます。 

各学級の考えを生かして作った運動会スローガン 

教室の係活動掲示板 

運動委員会作成ポスター 
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２年生「メダルのプレゼント」 

３年生「運動会ダンスの披露」 

４年生「学校のよいところ紹介」 

５年生「行事の紹介」 

６年生「１年生の入退場エスコート」 

「１年生を迎える会」 
特別活動主任  大場 恵里子  

５月６日に「１年生を迎える会」が行われました。今年度は学級ごとに３部に分かれた形ではありましたが、１

年生と実際に対面して行うことができました。２年生は心を込めて作った「メダルとメッセージカード」のプレゼ

ント、３年生は「招待状作り」と昨年の運動会で踊った「ダンスの披露」、４年生は「千八小のよいところ紹介」、

５年生は「千八小の行事紹介」、６年生は千八小を知ってもらうための「千八クイズ」をしました。また、代表委

員は会の進行役として、「司会」や「始めの言葉」「終わりの言葉」などの役割を立派に果たしてくれました。会

の最後には、１年生からの「お礼の言葉」と「歌のプレゼント」がありました。新しい仲間を迎えることをみんな

が喜んでいることが伝わる温かい会となりました。 

 

＜１年生＞                     １年担任  越川 祐太郎 

１年生を迎える会が終わったあと、「メダルをもらえて嬉しい。」「一緒にダンスを踊

って楽しかった。」「学校のよいところを知った。」「運動会が今から楽しみ。」「ク

イズに全問正解してよかった。」「ハッピーチルドレンをみんなで歌って楽しかった。」

と各学年の出し物や自分たちの歌を楽しむことができ、充実した時間となりました。 

 

＜２年生＞                     ２年担任  秋山 恵太 

2 年生は、特製の花束とメッセージを書いたメダルを渡しました。昨年、自分達がし

てもらったことを思い出し、「よろこんでくれるといいね。」「これから仲よくなれる

といいね。」など嬉しそうにしていました。 

 

＜３年生＞                     ３年担任  髙橋 信行 

３年生は心を込めて招待状を作り、届けました。また、「小学生はこんなにかっこよく

踊れるよ！」「運動会を楽しみにしていてね！」と、２年生のときの運動会のダンスを

披露しました。１年生のときのダンスは新１年生も一緒に踊りました。 

 

＜４年生＞                     ４年担任  荒井 佳太 

千八小のよいところを紹介しました。１年生に喜んでもらえるように、「クイズにしよ

うかな。」「ここはみんなで声を合わせたらどうかな。」と、子供たち同士でアイデア

を出し合って考えました。当日は、練習の成果を出し切って、すっきりとした表情で終

えることができ、高学年としてよいスタートが切れた一日となりました。 

 

＜５年生＞                     ５年担任  大場 恵里子 

高学年として最初の行事である１年生を迎える会では、「運動会」「なかよし班活動」

「持久走大会」「遠足」「学習発表会」といった学校行事等を紹介しました。 

グループごとに各行事の見所を考え、一年生に伝わりやすいように工夫して発表する

ことができました。 

        

＜6年生＞                     ６年担任  大野 和代 

６年生は、４年生の「千八小のよいところ」と５年生の「学校紹介」を受けて、「千八

クイズ」としてなかよし班ごとに 1 問ずつ、3択クイズを考え出題しました。1年生

のことを考え、「楽しんでもらえるように」「分かりやすく」「盛り上がるように工夫

して」取り組むことができました。1 年生に「楽しかった！」と言ってもらえて嬉し

そうでした。 

１年生「『ハッピーチルドレン』の歌」 



 

１年生 「生活科 朝顔の観察」 
１年担任  館山 きよえ 

1年生は、生活科の学習で朝顔を育てています。まずは、種をじっくり観察して、初

めての観察カードを書きました。「にんにくの形に似てる。」「すいかを切った時の形

だ。」「ダンゴムシが丸まったくらいの大きさだ。」などとたくさんの表現をしていま

した。平仮名を習ったばかりでまだまだ自分の考えを書くのは大変でしたが、みんなで

気付いたことを共有しながら観察カードにまとめることができました。それから、土に

植えて 1週間。かわいい双葉が出てきました。1年生は大喜びです。「次はどんな葉っ

ぱが生えてくるのかな？」「何色のお花が咲くのだろう？」これからの朝顔の成長を楽

しみに、毎日の水やりを頑張っています。 

 

３年生 「理科・社会科学習スタート」 
３年担任  髙橋 信行      

３年生に進級して２か月、理科・社会科の学習がスタートしました。私たちのくらしの成り立ちや自然の不思議

を学ぶ学習に児童は生き生きと取り組んでいます。 

社会科では、学校の周りの様子について調べたことを、白地図に書き込みま

した。建物の種類によって色分けをしてみると、住宅だけでなく会社もたくさ

んあることを知りました。まとめでは、お気に入りの場所をカードに書いて大

きな白地図に貼り互いに見合いました。地域の特徴を知ることができました。 

理科では、モンシロチョウの卵を採り、学

級で育てています。幼虫がキャベツの葉を食べる様子や、動かなくなり糸をはい

てさなぎになる様子に興味津々でした。チョウに羽化した後は、名残惜しそうに

しながらキャベツ畑に逃がしました。 

これからも、児童の疑問から学習課題を作り、学びたいという気持ちを大切に

しながら授業をしていきます。 

 

 

５年生 「起震車体験」 
５年担任  𠮷原 淳一 

5月 19日、全校児童で地震の避難訓練をした後に、5年生は起震車体験を実施しました。例年は 4人組で机の

下に潜って行いますが、感染症対策として 2人ずつ対角線状に座り、揺れを体験する形で実施しました。 

体験直前、椅子に座って緊張した面持ちで机を押さえる子供たち。映像のカウントダウンが始まり、体験スター

トです。少しずつ揺れが大きくなり、最大震度は 7まで上昇。縦揺れ、横揺れ

に合わせて、子供たちは上下左右に激しく体を振られました。 

体験終了後、「びっくりしたー！」「こんなに揺れると思わなかった。」と

感想をもらす子供たち。震度 7の揺れがどういったものか、体験することがで

きました。一度体験しておくと、いざというときに落ち着いて対処しやすくな

ります。今回の経験を、もしもの時に活かしてほしいです。ご家庭でも、地震

が起きたときの対処の仕方や避難場所などについて、有事に備えてぜひ話し合

ってみてください。 

朝顔の観察 

地域のおすすめの場所紹介 

起震車体験 

モンシロチョウの観察 



 

 

 
【お知らせ】 

・運動会については、6月４日（土）が雨天の場合は４日（土）が休業日となり、５日（日）に順延されます。 

6月５日（日）も雨天の場合は７日（火）に順延され、５日（日）は弁当持参の４時間授業を行い、下校時刻は

１３：１５頃の予定です。天候に関わらず６日（月）は休業日となります。保護者の皆様は、ご確認ください。 

・6月の課題詩は、まど・みちお作「あめ」です。空を顔に見立てた表現から、雨の様子を思い浮かべて読みたい

詩です。また、繰り返しの表現のよさも味わってほしいと思います。 
 
 

 

日 曜 行事予定 日 曜 行事予定 

１ 水 
読書月間・ふれあい月間(始) S 時程 

朝読書(全)  J タイム 
１６ 木 

４時間授業(４年以外) ５時間授業(4)  

午後学校公開無 校内研研究授業(４) 

朝読書(全) 自転車教室(3) 

２ 木 朝読書(全)  運動会リハーサル 1７ 金 

音楽朝会(1･2) 体力つくり(3･4)  

チャレンジタイム(5･6) 薬物乱用防止教室(6) 

午後学校公開無 

もりもり給食ウィーク・学校公開週間(終) 

３ 金 
５時間授業 チャレンジタイム(全) 

運動会リハーサル予備日 運動会特別時程(終) 
１８ 土  

４ 土 運動会 １９ 日  

５ 日 運動会予備日 ２０ 月 
水泳指導(始) 児童朝会(プール開きの会) 

避難訓練 J タイム(5) 

６ 月 振替休業日 2１ 火 
チャレンジタイム(全) 内科検診(2･4)  

内科検診/鋸南事前相談(5) 環境学習(3) 

７ 火 
運動会表現見合いの会 委員会活動 

児童の学力向上を図るための意識調査(５) 
２２ 水 

S 時程 朝読書(全) 鋸南自然教室(始)(５) 

J タイム（５年以外） 

8 水 

S 時程４時間授業 なかよし班活動(3･5)  

チャレンジタイム(2･4) 朝読書(1･6)  

色覚検査(４年希望者) 

２３ 木 チャレンジタイム(全)  鋸南自然教室(5)   

９ 木 
プラネタリウム教室(4) なかよし班活動(1･6)

チャレンジタイム(3･5) 朝読書(2･4) 
2４ 金 朝読書(全) 鋸南自然教室(終)(５) 

１０ 金 

安全指導 なかよし班活動(2･4)        

チャレンジタイム(1･6 )  朝読書(3･5)  

内科検診(1･3･6)  教育実習(終) 

２５ 土  

１１ 土 

土曜授業③ 学校公開週間(始) S 時程   

朝遊び(4･5･6) 朝読書(1･2･3) 

セーフティ教室(5･6) 

２６ 日  

１２ 日  2７ 月 
体力調査週間(始)  児童朝会 

眼科検診(全) 

１３ 月 
児童朝会 もりもり給食ウィーク(始) 

セーフティ教室(3･4) 
２８ 火 朝読書(全) 体力調査(全) 

１４ 火 

音楽朝会(3･4) 体力つくり(5･6)  

チャレンジタイム(1･2) セーフティ教室(1･2) 

租税教室(6) 開かれた学校づくり協議会(10：30～)  

児童の学力向上を図るための意識調査(4) 

２９ 水 

S 時程４時間授業  朝読書(1･2･3) 

なかよし班計画(4･5･6)  J タイム  

交通安全教室(1･2) 

１5 水 

S 時程 音楽朝会(5･6) 体力つくり(1･2) 

チャレンジタイム(3･4) J タイム  

クラブ活動  令和５年度入学予定者向け学

校説明会(10：30～) 

３０ 木 

児童集会 体力調査(予備日) 

定期健康診断・読書月間・体力調査週間・

ふれあい月間(終) 

スクールカウンセラー来校日 
 
１日  ２日  ８日  ９日     

１５日  １６日 ２２日 ２３日 
２９日 ３０日 

放課後補充教室 
【１年生】 
 10 日 20 日 23 日 30 日 
【５年生】 
 10 日 28 日 30 日 
【２・３・４・６年】 
 10 日 20 日 23 日 28 日 30 日 

1008 キッズ（１～６年） 
【３・５・６年 水曜日】 
   １日  ８日 ２９日 
【２・４年 金曜日】 

１０日 １７日 ２４日  
【１年 水曜日】 

２２日 ２９日 

【６月の行事予定】 

 

 

 

 遊び方を工夫しましょう。 【６月の生活目標】 


