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良さを見付けて未来を強くする
副校長 牧岡 優美子
暑い夏に隠れていた秋が、姿を現しました。校長室前にやってくる鳥や昆虫の種類も変わって
きました。１０月、緑野小学校にとっては 1 年間の折り返し地点です。
前期の最終日には、通知表を持ち帰ります。その中で、担任が一人一人の子供の頑張ってきた
姿を記録しています。「所見」は、その子の良いところが満載です。
「思いやりのある姿が印象的」という子は、困っている友達に声を掛けたり、手助けしたり、
側で見守ったりする、子供なりの優しさが書かれていました。
「思いやり」は「思い遣り」ですか
ら、その子が自分の思いを相手まで届けていることを、担任が相手の様子まで見取って「思いや
りのある姿」と評価しているということになります。
「誰とでも穏やかに」や「和やかに」と書かれている子がいます。それは自己主張ばかりする
のではなく、相手の言葉をきちんと聞き取り状況判断ができている子です。相手のことを肯定的
に受け止めるというのは、高いコミュニケーション能力だと思います。
「言葉が丁寧」と書かれている子がいます。思考の中枢は言語ですから、丁寧な言葉によって
正しい考えが構築されていきます。反対に汚い言葉を使っている子は、考えや行動も荒くなって
いき、周囲とのトラブルや自身の失敗に結び付いていきます。幸せが離れていきます。
こうした担任の「良いところ見付け」は、子供たちの自信になり、自己肯定感をあげ、生きる
力やその子の未来を強くしていきます。誰かに誉められ、認められる喜びや安心感は大人でもう
れしいものです。
持ち帰った通知表にある子供たち
の良さを、ご家庭でも大いに誉めてあ
げてください。そして、後期に備えて
しっかり休養し、実りある学校生活が
送れるように励ましてください。谷川
俊太郎さんが訳した「スヌーピー」で
言っています。
「明日がすばらしい日だ
といけないから、うんと休息するのさ」
さて、「生き物プロジェクト」のご報告です。ウズラの卵が
孵卵器で誕生の日を待っています。１年生は、まだウズラの
ヒナを見たことがなく、喜ぶ顔が目に浮かびます。実は１２
月の学習発表会のオープニング作品は、全校で「ウズラ」を
キャラクターに取り組むことが決まっています。生き物を慈
しむ気持ちがどんな表現になるのか、今から楽しみです。
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生活科見学
２年１組

担任

渡邊

朱実

雨で延期になっていた生活科見学を、９月２５日(火)に実施しました。この日も
雨の予報が出ていて実施が危ぶまれましたが、できる活動だけでも行う計画で出発
しました。
井草森公園は、大きな樹木が木陰を作り、草原の広場や水遊びのできる川があり、
池には鯉や水鳥が泳いでいます。活動に適した環境が整っている公園です。その環
境を使ってグループでオリエンテーリングを行いました。各ポイントで出される課
題を、みんなで力を合わせて解きながら、自然の中を散策しました。天気も味方を
してくれて、小雨は降りましたが、中断されることなく楽しく活動できました。ま
ん丸のどんぐりを見付けた子、バッタやカエル、シジミチョウなどをつかまえた子、
みんな嬉しそうに目を輝かせていました。
空模様が暗くなり、強く雨が降り出しそうになったので、活動はここまでにして
学校に向かいました。短い時間でしたが、秋の自然に触れられたことや一緒に電車
に乗って出掛けられたことなど、２年生としてのよい体験ができました。

「身体計測と保健指導」

養護教諭

熊谷

頼子

緑野小学校では、９月と１月にクラス毎に１時間ずつ、身体計測と保健指導の時間を設けてい
ます。計測は、身長も体重もバランスよく増えているか、一人一人の成長を担任と共に確認しな
がら、私自身も全校の子供たちとも触れ合える大切な時間になっています。また、保健指導では
「自分の体を大切にし、良い生活習慣を身に付けて欲しい」
という願いをもって行っています。短い時間ですが、健康に
関する身近な内容を１～６年生までの発達段階に応じて取り
上げ、パネルシアターや PC 等、さまざまな教材を使ってお
話ししています。これからも学んだことを生かして元気に学
校生活を送って欲しいと思います。
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4 年生は、社会科で、
「ごみの始末と再利用」について学
習をしています。9 月 11 日（火）清掃事務所の方から、
ごみについての出張授業を受けました。ごみの種類や分別
の仕方、中野区で取り組んでいる資源の活用方法や回収の
仕方など、たくさんのことを教えていただきました。子供
たちにとっては初めて知ることばかりで、清掃事務所の方
のお話を興味深くじっくりと聞いていました。

授業の後半では、実際にごみを分別するゲームに挑戦しました。分別してみると、資源として再利
用できるものが多く、改めてごみの分別の大切さを感じることができました。また、清掃車にごみが
積まれていくところを見たり、子供たちからの質問に答えて頂いたりしました。この授業で学んだこ
とを元に、ごみの始末や再利用の仕方について学びを深め、自分たちにできることを考えていきたい
と思います。

保幼小中連携について

地域異校種連携担当

吉原あつ子

緑野小学校では、地域の保育園・幼稚園、そして緑野中学校と様々な連携をしています。
保幼小連携では、5 月に入学直後の 1 年生の授業の様子を近隣の保育園、幼稚園の先生方に見に来て
いただいています。子供たちにとっては、懐かしい先生方に学校での姿を見せることができ、とてもう
れしいようです。また、1～2 月には１年生の児童が就学前の園児を学校に招待し、学校の案内をした
り、一緒に遊んだりしています。また今年度は、５年生児童が近隣の幼稚園、保育園に行き、ボランテ
ィア体験をするという計画も立てています。
小中連携では、乗り入れ指導として中学校の教員が来て 6 年生に授業をしたり、反対に小学校の教員
が中学校の授業に入ったりしています。また、緑野中オープンキャンパスで 6 年生の児童が中学校に行
って授業を受けたり、部活の体験をしたりしています。また、金管バンドに中学校の吹奏楽部が教えに
来てくれます。卒業後の中学校への円滑な接続を図って行っています。
地域の保育園、幼稚園、小学校、中学校が連携をすることで、子供たちを長くかつ多面的に支えてい
きたいと考えています。
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3
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5

6

都民の日

体力向上月間始
体育朝会（１・３・６）

体育朝会（ ２・ ４・ ５）
研究授業（３）

安全指導日
避難訓練
特別時程
なかよし班会議（６）

前期終業式
おはなしカメさん（２）

秋季休業始

11

12

13

児童集会

おはなしカメさん（１）
町探検（２）

日立イノベータ学習（５）
生活科見学予備日(１)

元気アップトレーニング（２）

7

8

9

秋季休業終

後期始業式

10

避難訓練予備日

薬物乱用防止指導（５）
元気アップトレーニング（１）

14

21

15

16

17

18

全校朝会
委員会活動

体育朝会（ １・ ３・ ６）

体育朝会（ ２・ ４・ ５）

音楽朝会

22

23

24

25

全校朝会
なかよし班会議（６）

体育朝会（ １・ ３・ ６）
なかよし班給食

体育朝会（ ２・ ４・ ５）
区連合運動会（６）

図書集会

29

30

31

全校朝会
脊柱側弯検診（５）
クラブ活動

体育朝会（ １・ ３・ ５）
社会科見学（５）

体育朝会（ ２・ ４・ ５）

20

26

27

薬物乱用防止指導（６）
図工アニメーション授業
（６）
元気アップトレーニング（１）
区連合運動会予備日

28

19

保護者会（ 全）
元気アップトレーニング（２） 色覚検査（４）

後期教材費引き落としについて
後期分の教材費の引き落とし
は、１２月に予定しております。
金額については今月の各学年の学

なかよし班活動（5校時）
キャリアリンク出前授業
（５）

年便りでお知らせしていますの
で、よろしくお願いします。

連合運動会について
(日時)10／２４（水）１３時３０分～
緑野小、江古田小、江原小

(会場)緑野中学校

6 年生児童

グラウンド

◎１～5 年生の児童は、４校時授業・給食後下校となります。

2４日が雨天の場合
◎10／２４(水)は、

全校

◎1０／２５(木)は、6 年生

…４校時授業・給食後下校
…午後から連合運動会に参加となります。

◎１～５年生…４校時授業・給食後下校

生活目標「物を大切にしよう」

生活指導部

岡田

綾

「学習道具（自分の物・みんなが使うもの）を大切に使おう」「使ったものの後片付けを
しっかりしよう」「落とし物や忘れ物をしないように気を付けよう（記名しよう）」という
週目標を子供たちに示して指導していきます。物があふれている現代だからこそ、大人が意
識して声を掛け、「物を大切にする心」を養っていかなければいけないのかもしれません。
「無くしたら新しいものを買う」ではなく，「１つのものを大切に使い切る」という心を子
供たちに育てていきます。

