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平成３０年 ５月１日
中野区立緑野小学校
校 長 駒崎 彰一
児童数
４８３
家庭数
３９１

向きあふて 鳴くやうずらの 籠二つ（子規）
副校長 牧岡 優美子
いつの間にか、緑野小学校のアイドル的存在となったウズラたち、子供たちが作る卒業
式や入学式のお祝い飾りにも、鳩と共にウズラが沢山飛びました。現在、中庭のウズラ小
屋で過ごしているのは１５匹。正真正銘の緑野生まれ、緑野育ちです。その孵化した瞬間
に立ち会ってから５ヶ月経ちました。緑野小の子供たちと同じように元気です。
ウズラのヒナは、産卵から１５日目に孵化しました。
初めに、卵の中からピーピーと小さな声が聞こえ、卵
の上の方に一周、線が入りました。ヒナはその線に沿
って殻を蹴破り、まず足をニョキッと突き出し、続い
て頭も外に突き出します。最後は、体を大きく振りな
がら全身を殻の外に押し出してめでたく誕生しました。
隣の卵に誘われるように、次々と産まれてきました。
私は、仕事の合間にその様子を見守りながら「がんば
れ」と「おめでとう」を繰り返しました。
江戸時代、ウズラは「うずら合わせ」という武士たちの楽しみであったと言います。籠
に入れたウズラの鳴き声を競い合う遊びです。それで正岡子規の「向きあふて 鳴くやう
ずらの 籠二つ」になるわけです。ウズラは、成長すると周囲に響き渡る大きな声で鳴き
ます。その声が「ゴキッチョー（ご吉兆）」と聞こえるので、大変縁起が良いと大切にされ
ていたようです。夜、退勤しようとすると響き渡る「ゴキッチョー」という複数の鳴き声、
近隣のみなさんに申し訳ないほど、よく通ります。
今、自然界では数が減って捕獲禁止になり、２０１２年に環境省第４次レッドリストに
載る絶滅危惧種になっています。しかし緑野小のウズラ小屋では、毎日１０個くらいの卵
が生まれており、子供たちが「卵がありました」と報告に来ています。先日、上高田小学
校にもらわれていった卵も、あちらで孵化しアイドルになっているそうです。なんとも平
和で、幸せです。生き物が近くに居る生活は、子供たちの豊かな情操につながりそうです。
ところで先日、迷い込んできた青いインコは、まだ飼い主さん
を探しています。待っている間、淋しくないように黄緑のインコ
と一緒に過ごしています。こちらも、ウズラと同様に沢山の子供
たちに話しかけられ、見守られています。
さて、５月２６日（土）には、運動会を実施します。多くの皆
様に子供たちの姿を見ていただきたいと存じます。
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１年生を迎える会

１年担任

三井田

学

４月１８日（水）には、１年生を迎える会が盛大に行われました。この日を楽しみにしていた１年生は、
６年生に優しく手をつないでもらい、３年生が掲げる花のアーチをくぐって、嬉しそうに入場しました。
各学年の出し物では、
「緑野小の学校クイズ」を考えてくれました。クイズを通して、緑野小学校のことを
楽しく学ぶことができました。答えが当たる度に大盛り上がりでした。どの学年も、1 年生のために思い
を込めて準備をしてくれたことがよく伝わってきました。1 年生は、お礼の言葉の発表と「１００％勇気」
の歌を元気に披露しました。1 年生は、ますます緑野小学校が大好きになりました。１年生から６年生ま
での子供たちが１つにまとまった、温かな時間となりました。
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運動会に向けて

体育的行事委員会
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５月２６日（土）に第８回目の「運動会」を行います。今、学校では、運動会に向けて、各学年で演技
の練習をしたり、準備をしたりする姿が見られます。当日、保護者の皆様には、演技も競技も最後まであ
きらめずに取り組む子供たちを、大きな声援や拍手で支えていただければと思います。合わせて、縁の下
の力持ちとして係活動でも運動会を盛り上げる高学年の姿もご覧いただき、温かく励ましていただければ
幸いです。今年度の運動会は、緑野小学校が 5 月 2６日（土）、緑野中学校が６月２日（土）と２週間続
けての開催となります。よろしくお願いいたします。
※当日は、暑さも予想されます。こまめな水分補給にご協力お願いいたします。
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遠足（４）
心臓検診（１）

離任式 ５校時

憲法記念日

みどりの日

こどもの日
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全校朝会
視力（６）
委員会活動

安全指導
視力（１）
遠足予備日（３・４）
PTA役員会

避難訓練

児童集会
耳鼻科（１・３・６）

尿検査（１次）

学校公開日
校外班活動

14
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16
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18

19

内科（１・３・６）
避難訓練予備日

運動会全体練習②
尿検査（追加）

21

22

全校朝会
クラブ活動

運動会全体練習予備日

28

予備日 振替休業日

４

行事予定

運動会特別時間割始 特別時程
運動会全体練習①
全校朝会
音楽鑑賞教室（５）
眼科（全）
PTA運営委員会・総 運動会係活動（５・６）
会・懇親会
６校時
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29
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体力テスト開始

24

25

運動会全体練習③

運動会前日準備（５・ 運動会
６） ６校時

31
音楽朝会
歯科（１・３・４）

26

学校公開のお知らせ
登校 8:15～下校 11:２０頃
・上履きをご持参ください。
・下足入れの袋をご用意ください。
・校舎にお入りの際は正面玄関（事務
室横）の昇降口をご利用ください。
・当日は、是非親子で下校し、通学路・
危険箇所の確認をしてください。
詳しい授業予定は、後日配布いたし
ます。

生活目標「言葉づかいに気をつけよう」
生活指導部

吉原

あつ子

イソップ童話に「北風と太陽」というお話があります。旅人のマントを脱がせる競争をした北風
と太陽のお話です。強い言葉で相手に対するのと、温かい言葉で相手に対するのとどちらが相手に
自分の気持ちを伝えることができるでしょうか。相手を思いやり、正しい言葉遣いをすることは、
自分もいい気持ち（I‘ｍ

ＯＫ）相手もいい気持ち（You’re

ＯＫ）になることができます。

言葉遣いに気を付けて、たくさん友達を作り、よい人間関係を作っていってほしいと思います。

