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「社会・仕事・遊び」と「学び」の接続
~

チェンジ・メイクできる学校を目指して

~

校 長 駒 崎 彰 一
第４次産業革命 Society5.0 （https://www.gov-online.go.jp/cam/s5/）の時代、世界各国では「課
題発見・解決力」「創造性」といった資質・能力を育成する人材開発競争が進められ「学びのイノ
ベーション」が進んでいます。
これからの変化の激しい時代をしなやかに生きる好奇心、クリエイティビティ、論理的思考力、
コミュニケーション、コラボレーション能力、諦めない力といった非認知能力の育成や「STEM・
STEAM 教育の導入」について、これまでの読み・書き・計算等の基本知識の習得にプラスして取
り組んでいくことが世界で広がっています。
STEM・STEAM 教育とは
科学技術の土台となる理数系の科目に力を入れた教育のことで、日本では、ほとんど知られていな
い状況です。アメリカ、アジア、中東、ヨーロッパ諸国など、世界中で注目され、国家プロジェクト
として取組んでいる国もあります。
Science（科学）Technology（技術）Engineering（工学）Mathematics（数学）
コンピュータ社会となり、人工知能やロボットを用いて働く現代。S・T・E・M スキルを持つ人材
が世界中で必要とされている反面、人材不足が課題となっています。そこで諸外国が、STEM・STEAM
教育を国家規模で進めています。
（STEAM 教育とは、STEM 教育に Art（芸術・創造性）がプラスさ
れた教育のことです）

こうした世界的な潮流の中、日本の産業や地方創生の現場において、
「チェンジ・メイカー」
（自
ら「問い」を立て、解決に乗り出し、小さくとも変化を生み出せる人）を育成する時代が到来して
いると言われています。
ロボットや AI のメリットを享受しながらも、人間ならではの価値を最大限発揮していくこれか
らの時代では、今までの記憶型、マニュアル型ではない教育が求められます。
そのような中で EdTech という手法も注目されています。
EdTech（エドテック）とは
Education（教育）と Technology（テクノロジー）を組み合わせた造語です。EdTech は進歩を続け
るテクノロジーの力を使い、教育にイノベーションを起こすビジネス領域として世界中で広がりを見せ
ています。日本でも文部科学省・総務省・経済産業省が推進に動きはじめています。

このような動きは「社会・仕事・遊び」等の実社会・実生活を「学び」に接続することであると
考えています。学校という枠にとらわれることなくテクノロジーを活用して「好きな時間に、好き
な場所で、好きなだけ」学ぶこと。そして、どんなことにも知的好奇心を働かせて「学び続ける」
こと。そんな学びを創造していく時代がきているのではないでしょうか？
このような学びを創造していくために、
「チェンジ・メイク」
（自ら「問い」を立て、解決に乗り
出し、小さくとも変化を生み出す）することのできる学校として、成長を続けていきたいと考えて
います。
よぉっしゃぁ～

がんばるぞう
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運動会を終えて・・・
１年生「★学園天国★」
緑野小のアイドル１年生。ボンボンを持っ
てノリノリで踊る姿に、会場からは手拍子
が。見ているみんなに元気をプレゼントしま
した。

２年生「北海盆唄～2 年生だョ!全員集合～」
「エンヤーコーラヤ」でおなじみの盆踊り曲。
キラキラバトンを持って、大きな掛け声ととも
に笑顔で力いっぱい踊りました。

３年生「MIDORINO PRIDE～昨日までの自分達をこえて～」
赤と黄色の旗を持って、綺麗に魅せること
を追求した演技。本番は友達と揃えることを
意識し、自信を持って笑顔で踊りました。

４年生「みかぐら ～百花繚乱～」
東北地方の伝統的な踊りである「みかぐら」
右手には手作りの錫杖、左手には扇子を持っ
て格好よく舞いました。

５年生「ソーラン節」
漁師さんの漁業を表現する「南中ソーラン」
を、ソーラン節の元祖である「正調ソーラン」と
共に踊りました。腰を低く、どっしりかまえ、力
強さを意識して、精一杯踊りました。

６年生「組体操～挑戦～」
79 人全員が力を合わせて作り上げた組体
操。一人一人が仲間のことを思いやり、支
え合いながら、精一杯力を出し切りました。

温かいご声援

ありがとうございました。
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水泳指導について
体育的行事委員会
６月１１日（月）から，水泳指導が始まり
ます。水泳の学習のめあては，その技能を身

岡田

綾

何級を目指しますか？
目標を立てましょう。

に付けること，そして水泳をする上での心得
を学ぶことです。水泳をする上でのきまりや
注意を知ることで，安全に泳ぐ態度や習慣を
身に付けることができます。子供たちには是
非，技術の向上だけでなく，水に入ることの
危険性についても考えてもらいたいと思って
います。
ご家庭では，水泳の授業がある日やその前の
日は，よくお子様の健康観察をしていただき，
必要な時は体温を計るなどして健康管理をし
てください。体調が良くないのに無理をして
水泳の授業を受けることで重大な事故に繋が
ることもあります。是非，ご協力をお願いし
ます。尚，体調が悪い場合は連絡帳で担任に
ＳＣコラム
お知らせください。

さくらんぼルーム(教育相談室)より
スクールカウンセラー 竹内 歩 (臨床心理士)
新年度が始まって 2 か月、運動会で一致団結し、皆さんクラスにも慣れて来た頃
だと思います。「5 月病」という言葉がありますが、大人も子供も、5 月から 6 月
は疲れがたまりやすく、体調を崩すことが多くなると言われています。ほっとでき
る時間を意識して作り、困った時は周りの人に助けを求められることが大切です。
緑野小では、火曜・木曜に心の相談員(町田)、金曜にスクールカウンセラー(竹内)
が勤務しております。休み時間には毎週様々な学年の児童が訪れ、お絵かきをして
リラックスをしたり、困ったことをお話ししてどうすればいいかを一緒に考えたり
しています。
保護者の方からの相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

平成30年6月
日
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体力向上月間
安全指導
PTA集金
尿検査（２次）
５年SC全員面接（５－１）
PTA役員会
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10
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6

全校朝会
委員会活動
教材費引き落とし

体力テスト

尿検査（２次予備）
児童集会
体力テスト（予備日） 歯科保健指導（３）
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13

水泳指導始
全校朝会
なかよし班会議（６）

特別時程
体育朝会（１・３・６）

体育朝会（２・４・５）
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9

５年SC全員面接（５－２） 学校公開日
オープンキャンパス（６） セーフティ教室

軽井沢移動教室説明会
（５） １５：００～
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遠足（１・２）
体力テスト終

第２回目の学

体力テスト欠席者（昼）

校公開日は、
１・２校時にセ
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読書旬間
全校朝会
クラブ活動

体育朝会（１・３・６）
朝読書（２・４・５）
遠足予備日（１・２）

体育朝会（２・４・５）
朝読書（１・３・６）

図書集会
避難訓練（起震車）
歯科保健指導（６）

朝読書
なかよし班（昼）
水道キャラバン（４）

23 ーフティ教室が
あります。
「自分
の身は自分で守
る」ことが目標
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29

全校朝会

体育朝会（１・３・６）
朝読書（２・４・５）

体育朝会（２・４・５）
朝読書（１・３・６）

特別時程
音楽朝会（４）

朝読書
定期健康診断終

30

です。授業はも
ちろん、３校時
の意見交換会に

おはなしのいす（５・６） おはなしのいす（１・２） おはなしのいす（３・４）

も是非、ご参加

避難訓練予備日

ください。

生活目標「友達となかよくしよう」

生活指導部

三井田

学

6 月はふれあい月間です。友達と過ごして楽しかったことや、友達の応援で頑張ったこと
など、友達と一緒に学ぶことの素晴らしさを話し合い、友達の良さに気付くような指導をし
ていきたいと思います。

※心配な事があったら、相談してください。
さくらんぼルーム：スクールカウンセラー 竹内
心の教室相談員
町田

歩
和美

