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「マンガも読書の時間に入れてください」

小清水小学校長 可児隆洋

（ ） 、 。生活リズムチェックシートの取り組み お願い というお便りに この標題の一文がありました

「あれ？それで良いの？」と思った方も多かったと思います。

正直に告白します。実は、私自身もあのような表記になっていることに驚いた一人です。もちろ

ん校長名の文書なので必ず目を通します。それどころか、今回の文書は、私自身が書いていたもの

で 「マンガは読書の時間に入れないで下さい」と書いたつもりだったのです。間違いに気付いた、

のは配付後の次の週でしたので、混乱をさけるため訂正するのは思いとどまりました。子ども達に

チェックシートを配付した先生方に聞くと「可児校長はこういう考えの人なんだな」と思いながら

配っていたそうです。

たしかに、世の中には「漫画は読書」として良いのではないかという意見もあるのです 「漫画。

は書物だから読書」という言葉だけの解釈をする人もいます。学習マンガという分野は、歴史や経

済等を学びやすくするため 「漫画」という手法を上手に利用しています。さらには、子どもは漫、

画を読むことを通して、言葉を覚えたり、職業に興味を持ったり、スポーツに関心を持ったりする

ことがあります。古い話になりますが、Ｊリーグ発足当初のプロサッカー選手の多くは「キャプテ

ン翼」世代だったはずです。

一方、読書をすることで、文字情報や挿絵から内容を理解したり、情景を思い浮かべたり、心情

を読み取ることに価値を見出している人たちもいます。この人たちにとっては、漫画は読書とは言

。 、 、 。うことはできません 学校教育現場は どちらかと言えば 後者の意見に近い人が多いと思います

２年後から実施される新しい学習指導要領には 「言語能力の育成のために、読書活動を充実す、

ること」と明示されました。また、ここには「読書は多くの語彙や多用な表現を通して様々な世界

に触れ、これを擬似的に体験したり、知識を獲得したりして、新たな考えに出会うことを可能とす

る言語能力向上のための重要な活動」と書かれています。この一文は今後の「マンガは読書か」の

判断基準の一つとなります。

今回の間違いをきっかけに、いろいろと考えさせられることもあ

りました。次回の生活リズムチェックの時には学校としての考えを

しっかりと間違わずに示さなければいけないと考えています。
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菊地賢慈さんは残念ながら受賞式には欠席でし

た。みなさんおめでとうございます。

節分にオニが来ました。１年生と２年生の教

室を順番にまわりました。子ども達は大興奮、

オニのお面をつけて応戦したり、怖がりながら

も懸命に豆（新聞紙）を投げつけたりして「鬼

は外！」と叫んでいました。

大人にとっては、厄介な雪でも、子ども達にとって

は楽しい遊び場です。全校集会で雪をどれだけ高く積

み上げられるか競争しました。

３年生は来年度から、クラブ活動に入れま

す。今日は、クラブ見学の日、来年は何に入

ろうかとワクワクしながら、クラブを見学し

ました。

夏は牛の絵、冬はいよいよ版画を教えてもらいました。題

材は牛、白黒なので簡単？ではありません。毛並みや光の加

減を版画で表現するのがとても難しいのです。子ども達は何

度も直接冨田先生に教えてもらいながら下絵書きから版木を

彫って刷るところまで教えてもらいました。

できあがりがとても楽しみです。



６年生が中学校に1週間登校して中学校で勉

強してきました。

この取り組みは 「中学校の生活リズムを体、

験する事 「中学校の先生方の授業をうける」、

ことで、４月からの見通しや意欲を持たせる

事 「中学生や中学校の先生方と交流を深め」、

てくること」を目的としています。

１月２２日～１月２６日までの５日間で１７時間、１日当たり３～４時間の授業を中学校の先生に

受け持ってもらいました。

写真は算数の授業です。2グループに分かれて授業をしました。中学校の中野先生に習った方は、大

喜び、もう一方はいつも通り・・・。どの先生でも真剣さは変わらず、一生懸命授業を受けていまし

た。

右の表が、6年生に対

するアンケートのまとめ

です。送り出した小学校

も迎え入れた中学校も、

下の２段が無かったこと

に少しホッとしました。

学校が決めた事でも子

ども達に受け入れられな

ければそれ自体に意味が

なくなります。

記述覧には「嫌だった

事もあった」という意見もありました。学校はこれらの意見をどう受け止めて今後に生かしていくか

。 、 。が大事です ５日間の中学校舎登校を通して たくさんの意見を寄せてもらった６年生には感謝です

小学生に教えるのは初めてという中学校の先

。 、生がたくさんいます 先生方にとっても新鮮で

新たな発見も多い経験になっています。

いつもより緊張！ 先生は嬉しそう！

中学校の先生に積極的に話しかけました。 部活動体験は大好評でした。 部活動体験は２部に分けて体験しました。

１年生が図書室に待っている新しい一年生を迎えに行くところから始まりました。何とも言えない

誇らしげな顔、すっかり先輩気分です。こうやってみると、やはりもうすぐ２年生、お兄さんお姉さ

んに見えてきます。教室では、飛行機の作り方を教えてあげたり、読み聞かせをしたりしてあげる姿

は、頼もしい限りです。新1年生からも「楽しかった」という声が聞かれました。4月6日の入学式を

職員一同楽しみにしています。

学校が試験会場とはいえ、厳しいルールがあります。教室の

掲示物は外して、漢字が見えないようにします。そして、準備

ができるまで教室には入れず、鉛筆と消しゴムしか教室に持ち

込めません。試験前は廊下で勉強です。

、 、 、受験者は大人も含めて５５名 ３教室に分かれての実施だったので 先生方の準備も大変でしたが

子ども達が頑張ってくれるならと、応援のつもりで会場設営と試験監督をしました。試験前の説明や

始まる前はなかなか味わうことができない緊張感でしたので、受験をするだけでも良い経験になりま

した。今回をきっかけに少しでも漢字に興味をもって、上の級に挑戦して欲しいと思います。
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下校バス

14:45 16:00日 曜日

（ ）16:10 金

○ ○1 木 全校朝会 (任命式）

○ ○2 金

土3

日4

○5 月 ４時間日課 特 13:40

○6 火 ４時間日課 特 13:40

○ ○7 水 フッ化物洗口

○ ○8 木 永井さん読み聞かせ

○ ○9 金 職員会議 ６年卒業式練習（５校時） ５時間日課

土10

日11

○ ○12 月 ６年卒業式練習（５校時）

○ ○13 火 卒業式全体練習（３校時）

○ ○14 水 フッ化物洗口

○ ○15 木 卒業式全体練習（３，４校時） 団体図書返却

○ ○16 金

土17

日18

○ ○19 月 大掃除（５校時） 卒業式前日準備（６校時※５年生は６時間授業）

○20 火 卒業証書授与式 卒業を祝う会（ふれいあセンター） 特 11:50

春分の日21 水

○ ○22 木

○ ○23 金

○24 土 修了式・離任式 土曜授業⑩ 特 11:50

学年末休業25 日

月26

火27

水28

木29

金30

土31

「少年の主張大会」にあらわれる教育力

小清水町立小清水小学校長 可児 隆洋

小清水町第３６回少年の主張大会に主催者の一人として参加させていただきました。この大会は少子

高齢化、国際化、情報化が急速に進む未来を生きる子ども達に学ぶ力や豊かな人間性を身に付け、健や

かな成長を願って行っています。

子どもは「大人の鏡」という言葉があるように、子ども達の主張には 「学校 ・ 家庭 ・ 地域」の、 」「 」「

教育力が映し出されます。私たちが子ども達に対し、どれだけ広い視野を持つための体験や経験をさせ

、 、 、ているか 押しつけではない自由で柔軟な発想を保障してあげているか どれだけ論理的な思考をさせ

表現させてきているかがはっきりと表れます。

金管バンドの全国大会で学んだことを発表した子がいました。選ばれた者しか経験できない舞台で自

分たちに足りなかったものに気づき、向上心を膨らませ、周囲の人たちへの感謝の気持を持つことがで

きたようです。視野を広げることが出来た自分を認め、次への誓いも語っていました。また、自分を見

つめ、成長を振り返る子もいました。自然にわき出る笑顔の大切さ、自分の変化が周囲の変化も呼び起

こし、前向きに考えるようになり、何事にも諦めない気持になるような気持の好循環を感じ取っている

ことで、これからの成長を力強く誓っていました。 での集団活動でしか身に付けられない大切な事学校

をしっかり学び取っている発表でした。

IT（情報技術）社会について発表する子がいました。世の中はITの変革で情報、消費活動、個人のラ

イフスタイルまで、社会全体が変化しています。電子化された世の中に生まれ育った子ども達は、様々

な機器の利便性を当たり前として受け入れ、若者はＳＮＳを身近なコミュニケーションツールとして活

用しています。反面、いじめ、依存症、犯罪、詐欺等の危険性もあることも語っていました。両面を知

った上でITを正しく活用していきたいという主張でした 「大人の考え」の押しつけでは無く 「自分の。 、

考え」を持って主張できていました。放課後の小学生がネットゲームの世界に、友達と誘いあって遊び

に行く時代です。IT活用状況は各家庭で違います。 の状況に応じて利便性と危険性を学ばせる役割家庭

の大切さを感じました。

国際化が進む現代でも、小学生は、地域を通してたくさんの事を学べます。地域に住む版画家に絵や

版画を学んだ経験を発表した児童がいました。本物が持つ力を感じ取ることができたことを語っていま

した。また、ほほえみ訪問で人生の先輩と直接触れ合う体験を通して学んだ大切な事や、町民生活を支

える税務の学習を町の担当者から学ぶことで、自分たちが地域みんなの力で支えられていることに気づ

いたことが発表されました。自分たちができる事を考え、あらためて、あいさつをしたり、親切な振る

舞いをすることの大切さに気付いていました。この様に子ども達の視野を広げ、自分と他者との繋がり

を意識させることができるのは の教育力です。地域

少年の主張大会で子ども達は、集団生活での学びや、家庭での学び、地域での学びから、身に付けた

事、感じた事、考えた事を堂々と主張していました。子ども達の素晴らしい発表をもっと多くの大人達

。 、 。に聞いてもらいたいです なぜなら これは私たち学校や家庭や地域の教育の成果発表でもあるのです

小清水の未来を担う子ども達が何を見たり感じたりして、自分の考えを持ち、どのように主張するのか

を見届けるのは、私たち大人の役目なのだと思います。



６年生から在校生への贈り物は 「手縫いの雑、

巾」です。みんなの校舎を大切に使うために、一

生懸命掃除をしてくださいという願いを込めてひ

と針ひと針縫いました。

特別講師として小清水町赤十字奉仕団のみなさ

んにもお手伝いいただきました。家庭科で習った

とはいえ、玉むすびも上手くできない子も多く、

２時間で２枚以上縫うことができたのは、赤十字

奉仕団の皆さんのおかげです。ありがとうござい

ました。

出来上がった「手縫いの雑巾」は６年生を送る

会で、在校生に贈られます。

児童会も次の世代へバトンタッチします。６年生は、この１年間、最高学年として行事や集会、委

員会毎の取り組みでリーダーシップを発揮し、小清水小学校をもっとよい学校にするために頑張って

。 、いました これからの小清水小学校を背負う５年生や４年生

３年生にも良い見本となったと思います。

１５日は児童会選挙でした。４月からの児童会長をはじめ

とした児童会役員を選挙で選びます。

「選ばれた側は学校のリーダーとしての覚悟を持ち、投票す

る方は責任を持って選びましょう」という話をしました。選

挙に当選し、バトンを受け取った５年生・４年生・３年生も

きっとしっかり役目を果たしてくれると思います。

子ども同士の読み聞かせは、読み聞か

せる楽しさを味わうことができます。図書委員会が委員会活動として

読み聞かせ会を企画しました。聞いている子ども達からは、笑い声や

「楽しかった」という声があがると図書委員も嬉しそうです。

たびたび学校だよりでもご紹介している冨田先生の指導

のもとで、ついに完成しました。

２月２４日（土）

小清水小学校体育館で開
かれました。新メンバーを

交え、新曲を含め13曲披露
されました。

今年度は、小学生の団体受賞者ばかりとなりました。受賞された３団体の皆さんおめでとうござい

ます。来年の活躍も楽しみにしています。

ブックトークでは、図書館司書の永井さんがテ

ーマに基づいて、何冊かの本を紹介します。永井

さんはその本の面白さを伝え、聞いている子ども

達にその本を読んでみたいという気持ちを起こさ

せてくれます。６年生には福祉の本の紹介があり

ました。６年生は福祉の勉強で疑似障碍体験活動

をしたり、ほほえみ訪問をしたりしています。そ

れだけにブックトークの内容も自分の体験と重ね

ながら聞くことができました。

少年スポーツ奨励賞 小清水FCﾍﾞｰﾈｻｯｶｰｽﾎﾟｰﾂ少年団

小清水ｽｹｰﾄｽﾎﾟｰﾂ少年団男子ﾘﾚｰﾁｰﾑ

少年文化奨励賞 小清水小学校金管ﾊﾞﾝﾄﾞ




