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「早寝・早起き・朝ご飯」は良いことづくめ」
小清水町立小清水小学校長 可児隆洋

■ 毎朝のあいさつから
子ども達の登校の様子を見ていると、あいさつに元気が無い

。「 」 、ときがあります いつもの元気が無いね と話を聞いてみると
「朝から家の人に怒られた… 「妹とけんかした… 「７時半に」 」
起きた… 「昨日、帰りが遅かった…」等、様々な理由がありま」
す。担任の先生の役割は、この状態からやる気を起こさせるこ
とから始まります。
学校としては、子ども達をご家庭から「やる気満々」の状態

、 。で送り出していただけるだけで とても有り難いことなのです

家庭にお願いしたいこと■
「早寝・早起き・朝ご飯 、すっかり定着してきたスローガンです。加藤教育長さんも折に触れてお話しいた」

だいていますが、学校現場にとっては、とても大切なスローガンです。
家庭から「早寝・早起き・朝ご飯」で子ども達を「やる気満々」で学校に送り出してくだされば、学校はこれ

ほど助かることはありません。もちろん 「わかる授業・できる授業」で、子ども達が「行きたくなる学校・楽、
しい学校」にするのは、私たちの責任であることが大前提にあります。

■ なぜ「早寝・早起き・朝ご飯」が推奨されるのでしょう
「早寝・早起き・朝ご飯」で生活リズムを整える事を求めるのは、単に規則正しい生活をして欲しいという願

いだけでは無く、科学的な根拠もあるのです。

「よく寝る子は、脳も体もよく成長します」
睡眠には心身の疲労を回復させる働きだけではありませ

ん。寝ているときには、昼間経験したことを何度も再生し
て確かめ、知識として記憶する仕組みがあります。また、
脳や骨、筋肉の成長を促す成長ホルモンは寝ている間に活
発に分泌されます。

「 、 、 。」早起きすると 集中力が高まり 脳や体を成長させます
朝の光を浴びると、頭がスッキリと目覚め、集中力があ

がり、活動に適した体になります。昼間にたくさん活動す
ることで、成長ホルモンを増やすことにも繋がります。

「朝ご飯で空っぽの燃料を満タンにすることで、脳や体を成長させます。
脳のエネルギー源はブドウ糖です。ブドウ糖は蓄えが聞かないので、寝ている

間も減って、エネルギー不足になっていきます。朝には朝ご飯をもりもり食べる
ことが、体の成長や脳の成長にもつながる大切なことなのです。
成長期の子ども達にとって早寝早起き朝ご飯は 「良いことづくめ 「どう転んで、 」
も損が無い」ということなのです。

■ このように 「早寝・早起き・朝ご飯」は、お子さんの健やかな成長のために大切なスローガンなのです。、
規則正しい生活リズムを整えてあげるのは、私たち大人の責任なのです。

◆近くに横断歩道があるときは、必ず横断歩道を通ること。
◆自転車横断帯や横断歩道が近くにない場合には、見通しの良いところを選ん
で、車の途切れるのを待って道路を直角に渡ること。
※ 交通安全教室では手押しで横断するよう指導しています。

。◆突然の斜め横断やUターンは危険ですからやめること

日暮れも遅くなり、子ども達の行動範囲も広がっています。そして、自転車に

乗る子が増えてきています。やはり交通事故が心配です。学校とともに、家庭・

地域が一体となって子ども達の安全を見守って頂きたいと思います。

危険な自転車の乗り方、自転車に限らず危険な行為を見かけることがあると思

います。可能であれば、その場・その時に注意をお願いします。出来なかった場

。 。合は 学校に連絡を入れてください、 子ども達の命を守るためにご協力ください

よろしくお願いします。

運動会シーズンの幕開けと同時におこなうのがグラウンドの石拾いです。

昔は、グラウンド開きを行う学校も多くあったと思いますが、今は、この石

拾いがそれにあたるものになっているのでしょうか。

４月のグラウンド整地の時にも、きれいに拾ってもらっていますが、小清

水名物の強風に吹かれてちらほらと浮き出たものを、みんなで拾います。

運動会がおわったら、サッカーゴールも設
置されて、本格的な外遊びがスタートです。
子ども達は、限られたスペースでも、いろい
ろな遊びを工夫するのが上手です。
目一杯遊びたいところでしょうが、学校は

時間が決まっています。子ども達は自分で時
計を見て、チャイムが鳴る前に教室で着席し
ているのがきまりです。
存分に遊ぶためには、しっかりルールを守

ってけじめのある行動ができる、素敵な子ど
も達です。

坂田先生が出産と育児のため、しばら
く学校をお休みすることになりました。
昨年度担任していた現２年生の児童代

表からこれまで熱心に指導してくださっ
た感謝の気持ちと激励の言葉が伝えられ
ました。
全校朝会の後も、いろいろな場面で関

わりのあった児童が別れを惜しんで、坂
田先生とお話をしに来ていました。

今度会うときは、もっと大きくなっているかな今はキャベツ位の大きさです



「校長先生、今年は午後の部をやれるよね」
運動会当日の朝、予報に反して曇りがちの空をみながら、祈るように、子ども達が話しかけてきました。思い

が通じたのか、予定した全ての競技を終わらせることができました。
小清水小の運動会は 「体育の学習を中心とした学習の成果を発表する事」と「自主的な活動を通して協力や、

責任ある態度を育てる事」を目標にしています。

１ 学習の基礎を身に付け、成果を発揮する
体育の学習では、集団行動を学びます。集団行動は、規律

ある態度、協力し合う姿勢、集中して物事を行う気持ちを育
てます。
運動会では、練習から本番まで全てにおいて、集団行動の

質が求められます。例えば、入場行進は、ただ歩いている訳
ではありません。足並みを揃えて、手を振って、顔をあげて
堂々と行進すること。これ自体が、ひとつの表現です。本番
の行進は、それぞれの行進の目標にそった素晴らしい行進で
した。
体育館やグラウンドでは、自分の立ち位置が決まっていま

せん。注意していないと指示が聞けません。熱さも寒さも調
節されていません。集団行動が身に付いていなければ、この
ような環境では、効率よく学ぶことができません。
運動会は4月からの学びの集大成であり、これからの全て

の学習の基礎になるのです。

２ 自主的に運動会を運営していくために責任感
と協力する大切さを学ぶ
小清水小学校は４年生から運動会の係活動に関

わります。まだまだ、先生方の指示に頼る部分も
あるのですが、基本的に自分たちでできる事は主
体的に行動します。子ども達の仕事ぶりが、運動
会を成功させることにつながり、この活動を通し
て、高学年の自覚が芽生えます。
運動会係の活動で培った力が、中学校の体育祭

の活動の基礎となります。中学校の体育祭は生徒
会の運営力がさらに問われます。その基礎を多く
の子ども達に、質的に高いものを身に付けられる
か、それが、小学校の活動にかかっていることを
小学校の教員は意識しています。

３ 勝利に向かって全力で取り組む姿勢を育てる
運動会は集団で勝敗を競う体育的行事ですから、結果として「勝

ち・負け」があります。これは、教育現場としては数少ない機会で
す。せっかくの機会ですので、勝利という「結果」を求めて取り組
むことを大切にしたいと思います。子ども達は、勝利に向かい全力
を出し切るからこそ、練習の真剣さが増します。
今年の運動会、紅組は７連覇をめざしてがんばりました。白組は

初優勝をめざしてがんばりました。
結果発表の瞬間、白組の子ども達の歓喜に弾けた表情、拍手も出

来ずに呆然とする紅組の子ども達の表情。全員が、勝利をめざして
全力で練習し、競い合ったことが、その一瞬に表れていました。

、 、運動会が終わって 先生方も子ども達も一息ついている間もなく
学びや活動が続きます。運動会で一回り成長したところから、ステ
ップアップして１学期終盤を目指してスタートです。

応援団体育館での初練習

開閉会式も児童会の運営です。

等賞シールをもらう練習

初めての入場行進練習

得点係の練習放送係の練習 審判係の練習

出発係

今からちょうど１年前、JAこしみず青年部主催の「食育を考える異業種交流会」に本校職員が

参加しました。

交流内容は、JA青年部が取り組んでいる食育活動を事例にそれぞれの立場からの意見を出して

食育活動を充実させるというものでした。その交

流会をきっかけに、学校の栽培活動への協力をお

「 」 。願いしたのが今回の 畑おこし に繋がりました

学級園に植え付ける種芋も寄贈していただきま

した。この後も、種植え、苗植えから収穫までの

指導やアドバイスもいただけるということなの

で、とても有り難いお話しです。

子ども達だけでは無く、先生方もいっしょに体

験して作業内容を身に付けたり、ＪＡの企画に協

力し、食の大切さや仕事の楽しさを子ども達に感

じて欲しいと思っています。

６月１２日には、例年

行っているアスパラ収穫

体験とＪＡ選果場の見学

をさせて頂きました。実

際に土から生えているア

スパラを自分の手で収穫

、 、し 選果場で選別されて

消費者に届けられる過程

を見せていただきまし

た。とれたてのアスパラ

も試食させていただき、

あっという間に平らげて

いました。

今年も髙橋さんにお世話になりました。 新鮮なうちに発送されます。

後片付けや掃除も、高学年の大切な役割です。借りてきた道具をき

れいに洗ったり、土埃で汚れた玄関を掃除したり、色んな学年が使っ

た道具を分別して処分する仕事もあります。

それぞれが役割を持って集団への所属感や公共の精神、協力して良

い学校にしようとする気持を育てて行きます。 段ボールの片付け

汚れている紙は
細かくちぎって一般ごみ玄関もきれいに 借り物はきれいにして
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「小中一貫教育・土曜授業」と「新しい教育（新学習指導要領 」）
小清水町立小清水小学校長 可児 隆洋

小清水町の新しい教育づくりの２本柱として掲げられたのが 「小中一貫教育」と「土曜授業」です。小中一、
。 、 、 。貫教育のめざすものは５月号でふれた通りです 一方 土曜授業の目的も 子どもの学力を向上させることです

１ 土曜授業で学力の向上をめざす
小清水町以外の地域でも土曜授業は実施されています。目的は小清水町と方向性が異なり「家庭や地域との連

携」や「外部人材の活用」のために土曜授業をするという意味合いの土曜授業が多くなっています。
小清水町の土曜授業は 「学力の向上を図る」が目的です。年間の指導計画の中に位置付けられているので、、

土曜日に「行事」や「参観日」をするだけでは無く、通常の授業もすることになっています。つまり、簡単に言
えば、土曜授業を未実施の学校に比べ、土曜授業の分だけ授業時数が増えているということです。今年度は、1
0回の土曜授業を設定することで、未実施の学校より40時間以上多く授業時間をとる計算になります。
「ただ授業時間を増やしても学力はあがらないのでは？」とも言われます。その通りです。ですから、小中一

貫教育の取り組みとして小学校と中学校の先生が義務教育９年間を意識し、自らの資質や能力を向上させ、日常
の授業改善を行っています。
土曜授業で時数を増やす事、小中一貫教育で授業の質の向上を図る事、この2本柱で学力の向上を図ろうとし

ています。

２ 増えた授業時数は何に利用するのか
昨年度までは、教科の授業時数を増やしていました。特に、基礎基本を確実に身に付けさせるために国語や算

数の授業を増やしていました。増やした時間を苦手分野の反復練習に使ったり、チャレンジテストや学力検査の
時間としても利用していました。また、全校体力測定や１ヶ月に１回程度の放課後補習学習（サポートタイム）
等を行っていました。
今年度から、新しい教育（新学習指導要領）にも取り組んでいます。平成32年度から実施される５･６年の外

（ ）、 、 。国語70時間 去年までは35時間 ３･４年の外国語活動35時間を 先行して完全実施することになりました
つまり、他の学校より、２年分先取りして外国語を実施している事になります。この先取りを可能にしているの
が土曜授業です。土曜授業で増えた授業時数を外国語の35時間に利用しています。ただし、それによって、こ
れまで他教科の授業時数に利用していた時間が無くなったこともお気づきだと思います。したがって、授業時数
の量に頼れなくなった分、今まで以上に授業の質を高め、教育活動の工夫する必要が生まれたのは言うまでもあ
りません。

３ 家庭学習と教育活動の工夫
今年度から、これまでに比べて授業時数に余裕が無くなりました。余裕がない分、みんながわかるまで授業時

間をとったり、つまづいたところまで戻ったりする時間が少なくなったということです。
すでにお知らせしているとおり、今年度から、学校以外でも授業で学んだ事を補ったり、繰り返したりする場

となるよう家庭学習の充実についてご家庭にも協力いただくことになりました。それぞれの学年で取り組みが始
まっています。
教育活動の工夫についての計画は具体的になっていません。他校の例として、学年間で重なりがある学習内容

や教科間で横断できる学習内容を整理･統合したり、行事や行事の準備をする時間を削減したりしている事例が
あります。今後は、教育活動全体の質を維持しながら必要な授業時数を確保する工夫が求められてきます。

時代の変化や求めに応じて、学校教育は変化していきます。今の教育は、親世代の教育
とは学習量や内容はもちろんのこと、教育の在り方自体が変化してきています。一方で、
先人が築いた我が国の歴史や文化を尊重し、一貫性を維持して変えてはいけないものも多
くあります。今後は 「時代の変化とともに変えていく必要があるもの」と「時代を超え、
て変わらない価値のあるもの」を十分に見極めて子ども達の教育にあたることが求められ
ています。

日 曜日 下校バス

16:00

14:45 16:10

（金）

１ 日

２ 月 合同研修（特別日課４時間授業）食育授業（３校時） ○特13:10

３ 火 全学年 5時間授業 「地元めし」試食 ○ ○

４ 水 全学年４時間授業 ○特13:30

５ 木 永井さん読み聞かせ (20分休み ) ○ ○

16:10６ 金 遠足 修学旅行保護者説明会１9:00～ ○

７ 土

８ 日

９ 月 ○ ○

10 火 4年ブックフェス③④ ○ ○

11 水 お話ポエム読み聞かせ (20分休み） ○ ○

12 木 ５・６年ブックトーク③④ ○ ○

16:1013 金 遠足予備日 漢字検定（会場：バス 15:40発→中学校） ○

14 土

15 日

16 月 海の日

17 火 クラブ③ ○ ○

18 水 ○ ○

19 木 やまびこタイム ○ ○

16:1020 金 団体図書回収 ○

21 土 １学期終業式（土曜授業） ×特11:50

22 日 ふるさと祭り

23 月 強化学習５ ･６年生 スクールバス登校便あり） 10:40（

24 火 強化学習５ ･６年生 スクールバス登校便あり） 10:40（

25 水 強化学習５ ･６年生 スクールバス登校便あり） 10:40（

26 木

27 金

28 土

29 日

30 月

31 火

日 時 ８月２１日（火） ※申し込みは７月６日（金）まで

※申し込み書に必要事項を記入して担任までお届けください。



小清水小の体力測定は、縦割り班の上級生

が測定や記録の手伝いをしながら、全員で行

います。

、種目は体育で少し練習もしているのですが

やはり最初は高学年がよいお手本をみせなく

てはいけません。

さあ、これからみんなで体力測定！まずは準備運動から

上体起こしの説明とお手本

両足をそろえて跳ぼう、立ち幅跳び

まずは、６年生がお手本をみせる反復横跳び

１年生のボール投げの測定は６年生がお世話します

今年のクラブ活動は
運動系が少ないのが特
徴です。

【クラブ】 【活動場所】 新しい分野にふれるき
① バトミントン 体育館 っかけになる活動がで
② 卓球 体育館 きればいいですね。
③ 日本文化 音楽室 写真は、木工クラブ
④ 料理 家庭科室 です。材料を見ながら
⑤ 木工 図工室 イメージをふくらませ
⑥ パソコン コンピュータ教室 ている様子です。

、⑦ 韓国語 図書室 詳しい活動の様子は
⑧ マンガ・アニメ 理科室 あらためてご紹介しま

す。

５月の「学校だより」でお知
らせした通り、小清水町戦没者

。追悼式に５年生が参列しました
道徳授業として 事前の指導 態、 （
度、立ち居振る舞い等）と事後
の指導を含めて道徳の目的に沿
った活動となっています。
式辞や追悼の辞からは、戦争

の犠牲となられた方々のご冥福
を祈り、平和な世の中に感謝し
これからの平和を願う町民の決
意が伝わってきました。
先の大戦の記憶を風化させる

ことなく次の世代に継承するた
めにも価値のある式典参加だっ
たと思います。

少し難しい話も
しっかり聞いていました。

献花の作法も学びました。

家庭科「玉どめ・玉結び」の学習を
しました。小学校では５年生で初めて
裁縫を習います。裁縫は「玉どめ・玉

」 。結び が出来ないと何も始まりません
子ども達を教えるために先生方が苦労

「 」 。するのがこの 玉どめ・玉結び です
今年は、赤十字奉仕団の方々のお手

伝いをいただいて、各グループに張り
付いてしっかり教えて頂きました。

今年の飼育・栽培活動が始まりました。子どもの時に動物や植物とふれあう時間を過ごすことは、命の
しくみや大切さ、自然との関わり方を学ぶ絶好の機会です。しかし、学校では、感染症やアレルギーの対
応、土日や長期休業中の飼育管理の面からも飼育栽培活動は制約をうけるようになっています。
毎日のエサやりや水やり、飼育環境の掃除や草取り、適切な温度管理や病気の早期発見と手当て等、動

植物の命を守るために自分が果たすべき事を学ぶことはとても大切な経験です。この経験には

「飼い続けることによって学ぶ事」
「協力しあって共に世話をするなかで学ぶ事」
「動物や植物の固有の性質や習性の中から学ぶ事 ・・・等多くの学びがあります。」

言葉でのコミュニケーションがとれない動物や植物の側の立場にたって、気持を感じ取ろうとしたり、
必要な事や役割を考えたりすることで感性の豊かさや責任感が育って欲しいと願って、小さな命を大切に
育てています。

3年生前はアゲハチョウの
幼虫がいっぱい

クラスの飼育係がお世話たくさんの子メダカが誕生
白い点々が子メダカです。

ハウスの中で苗が
すくすく育っています。

今年も一年生はアサガオを
大切に育てています。 理科の勉強のためにカブトムシの

幼虫をゆずってもらいました。


