
鬼ごっこ

小清水小学校長 可児隆洋

少し前までは 「鬼」と言えば節分や昔話に出てくる鬼でした。桃太郎の、

「鬼退治 「泣いた赤鬼」等で知られる青鬼や赤鬼です。しかし、最近の」、

子ども達が「鬼」で連想するのは「鬼滅の刃」なのでしょう。鬼ごっこは

、「 」昔からある伝統的な遊びですが 鬼に襲われた人間は鬼と化して人を襲う

という鬼ごっこのコンセプトは「鬼滅の刃」の「鬼」に近いものがありま

す。

鬼ごっこは誰でも一度はしたことのある遊びです。おそらく、多くの人

は、幼稚園や保育園・小学校の段階で経験済みだと思われます。鬼ごっこ

は「逃げる人 「追いかける鬼」を基本とし、シンプルでわかりやすいため」

自然発生的に始まることもある、定番の遊びなのです。近年は「ゲーム」

に取って代わられている定番遊びの鬼ごっこがどれだけ子ども達の成長に

よい影響があるのかを考えたいと思います。

１ スポーツの原点

鬼ごっこは、遊びの中で全速力で走るため、ウォーミングアップとして活用しているスポー

ツは多いと思います。バスケットボールやフットボール系のスポーツは、動作自体が鬼ごっこ

に非常に近い要素があります。その他にも、鬼ごっこは、瞬間的な体の動き、敏捷性、平衡感

覚、互いの距離を測る空間認知等を養うための様々な要素が含まれています。

２ 思考力・判断力

鬼ごっこは、単純に鬼が逃げる人を追いかける体力的な要素だけではなく、知的な要素も含

まれます。遊びの中では、鬼の位置や味方の位置を確認して、どこに逃げるかを常に判断して

いないと逃げきることはできません。また、ルールが複雑な鬼ごっこになれば、仲間を助けた

り、協力したり、作戦を立てたりと思考力や判断力を伴う要素が必要になってきます。

３ 社会性

集団遊びは、一定のルールの下で自分以外の人たちとの関わりが発生します。それは、鬼ご

。 、 、 、っこの中の小さな社会です ルールを守ること ルールをジャッジすること トラブルの解決

ルールの変更やルール作り等、鬼ごっこは楽しみながら社会性を育む場となります。その他に

も、仲間への信頼、協調性、正義感、勇気等を身につけられる小さな社会と言えます。

すっかり外は、寒くなってきました。コロナ対策の換気で、ホールや体育館もいつもより室

温が下がっています。子ども達には、そんな時だからこそ体力や思考力・判断力、社会性まで

学べる鬼ごっこで元気に遊んで欲しいと思うのですが、はたして３密を避けて遊ぶ鬼ごっこが

できるのでしょうか。ここにも工夫と配慮が必要です。
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今月のプーさんは、

廊下を走る鬼を討つために

見張っています。

10月24日（土曜授業）

マスク越しにも、驚いている子ども達の表情がわかります。今まで見たこともないすごい技を目の前
で見ることができました。
３人の演者さんはそれ
ぞれが世界大会で活躍し
ている人たちです。彼ら
の技は、小さい頃から毎
日毎日努力を重ねて磨き
をかけてきたものだそう
です。
子ども達には、自分の
目標を成し遂げるために
は勉強もスポーツも努力
が大切だというメッセー
ジも残していってもらい
ました。

11月11日、第一回の学校運

営協議会が開かれました。本来な

ら年度初めに開催しなければなら

ない会議でしたが、感染症対策の

ため延期されていました。

今回は、主に学校経営方針の説明と
各学校の近況報告が行われました。
学校運営協議会は、保護者や地域の
皆さんが一定の権限を持って学校運営
に参画し、そのニーズを迅速かつ的確
に反映させることで学校・地域・家庭
が一体となって子ども達を育てる仕組
みです。

（敬称略）小清水町学校運営協議会
役 職 氏 名（所属） 部会※
会 長 八木 勝正（スポーツ協会副会長） 学校支援･評価
副会長 十河真理子（ ） 学校支援･評価主任児童委員 幼稚園長
委 員 久光 和行（文化協会長） 学校支援･評価

瀧口 顕（社会福祉協議会 事務局長）学校支援･評価
今城 政則（自治会連合会理事） 学校支援･評価
奥村 豊和（社会教育委員長） 学校支援･評価
長町 若江（主任児童委員） 学校支援･評価
藤川 麗奈（小PTA会長） 学校支援･評価
小林 真人（中PTA会長） 学校支援･評価
可児 隆洋（小学校長） 学校評価･広報
大崎 禎浩（中学校長） 学校評価･広報
時田 雅子（小学校教頭） 学校支援･評価
馬場 浩哉（中学校教頭） 学校支援･評価

部 会
■学校支援・評価部会 学校に対する支援の検討

学校における地域貢献の検討
学校の運営状況について点検及び評価

■広報部会 学校の取り組みや学校運営協議会の周知

教員がスクールバスの下校便に乗って
、シートベルト 座席間隔の着用や の開け方

について観察し必要に応安全な乗り降り
乗降場所じて指導しました。 その他、

を教員が把握し、吹雪から家までの距離
の時に歩いて帰るのが危険な距離か

。どうかを確認しました

今回は、小１～
小６までの21名が
10級から5級の試

。験に挑戦しました
いつもとは違う
緊張感が漂う教室
で低学年は40分間、高学年は１時間を使って日頃の勉強の成

。果を発揮していました



学校のルールを守って
低学年のお手本になる
学校(児童会)をめざす。

全校児童が体調管理を
しっかりできるようにする。

全学年が聞きやすいように
はきはき放送する。

密をさけケガがなく
楽しい遊びを考える。

並んでいる人を待たせないように
力を合わせて、楽しい図書室にする。

全学年が楽しめる
イベントを増やす。

感染対策をしながら
学年のわくを越えたイベントで
楽しく思いやりのある学校を
つくろうとしています。

毎日、全校児童に向けて
メッセージを伝えます。
目標や見通しをたてたり、
一日を振り返ったりします。

あいさつ、わすれもの、
いじめ防止、ろうか歩行、
高学年が見本になるような
学校をめざします。

みんなが楽しめる
遊びを考える。

四コママンガ、思い出イラスト
冬休みの作品コンテスト等、
文化系のイベントで
楽しい学校をめざしています。

「縄跳び検定」の他ドッジボール集会、
雪合戦、リレーなど体育系イベントで
体力づくりと楽しい学校をめざしています。
器具庫の整理などの
運動環境の整備もします。

コロナ予防のために
放送やポスターで呼びかけます。
基本のハンカチ・ティッシュ調べも行って
健康で元気な学校をめざします。

きれいで整った
読書環境づくりをしています。
貸し出し数を
増やす活動も予定されています。

先生だけではなく
初めて会った人にも元気に大きな声で
あいさつできる学校にする。

あいさつ、わすれもの、
いじめ防止、ろうか歩行、
高学年が見本になるような
学校をめざします。

学習・生活環境の整備

学校を楽しくする企画・運営

情報をあつめる

みんなのリーダー

情報を伝える

地域や中学校とのつながり

後期児童会活動が始まりました。

児童総会議案から、各委員会の後期の目標や
役割を図にしてまとめてみました。

、 。みんなで協力し合って 素敵な学校にしましょう

児童会への願い

□ 目標に向かって意欲的な児童会

□ 自分達で、行動できる児童会

□ 互いのよさを認め合う、心あたたかな児童会



「たてわり活動」

小清水小学校長 可児隆洋

世間をにぎわしたニュースの中に「規制改革・行政改革ホットライン～たてわり110番～」

という言葉がありました。反響が大きくメールが殺到し、すぐに受付停止になったと話題にな

りました。110番で通報されるような扱いをうけている「たてわり」という言葉は 「たてわり、

行政」とか「たてわり組織」と言う言葉で使われ、どちらかと言えば、ネガティブなイメージ

で用いられています。

教育や保育の現場でも使われている「たてわり」にはネガティブなイメージはありません。

学校の「たてわり活動」と言えば、１年生から６年生まで所属するグループを作って、様々な

活動を行う教育活動で、学校ごとに工夫を凝らした取り組みが展開されます。たてわりではな

い同年齢の活動は、興味関心、発達段階や体力に合わせた活動ができるので、集団としての成

長を目的にします。しかし、異学年の「たてわり」の活動は、年齢の違う子ども達とのふれあ

い、下級生に対するやさしさや思いやりなどを学んでいくと同時に、６年生にはリーダーとし

ての役割を体験させ、社会性や協調性を育てる等、集団というよりは、一人一人の成長が期待

できる活動になります。

かつて、小清水の小学校には、全国的にも誇ることができる「たてわり活動」の歴史があり

ました。小清水の学校にはどの学校も食堂があり、そこで、全校児童が一緒に給食を食べてい

ました。全校「たてわり」で一つのテーブルにつき、配膳や片付けも協力して行うというもの

です。小規模校だけではなく、当時在籍児童600名以上の大規模校でも実施していた食堂方式

は先進的な給食運営・たてわり活動として全国から注目されていた実践です。

さて、現在の小清水小学校にはヤッホータイムというたてわり活動が残っています。今年に

限り、11月13日（金）の１回だけの開催でした。１０グルー

プに分かれた６年生が集会の計画から運営一切を取り仕切りま

した。普段リーダーとしての機会が少ない児童にとっても貴重

な体験です。グループで考えたルールに沿って目的に向かって

運営し、問題が起これば自分達で解決する様子は頼りがいのあ

る６年生として、一人一人が成長した姿を見せていました。

学校は、コロナウイルス感染対策で集会活動が制限されてい

。 、 、ます 当たり前だと思っていたことが 当たり前ではなくなり

それができなくなったことで、あらためてその価値がわかる活

。 「 」動がたくさんあります ヤッホータイムという たてわり活動

の機会を成長の糧にした６年生の姿を見て、たてわり活動をは

じめとした教育活動が持つ目的やめざす児童の姿をあらためて

見直す機会になりました。
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下校バス

14:45 15： 45

○ ○1 火 全校朝会

○ ○2 水

○ ○3 木 4年ブックフェスティバル

○ ○4 金

5 土

6 日

○ ○7 月 委員会 ぐるぐる先生週間（～１１日）

○ ○8 火 クラブ反省

○ ○9 水

○ ○10 木 やまびこタイム（２０分休み）

○11 金 合同研修授業実践公開（３年のみ５時間授業，他学年は給食後下校） 13:0５

14:20

(３ 年 )

12 土

13 日

○ ○14 月 ２学期末清掃（～１８日） 永井さん読み聞かせ

○ ○15 火

○ ○16 水

○ ○17 木 やまびこタイム（２０分休み）

○ ○18 金 令和2年度保護者アンケート締切

19 土

20 日

○ ○21 月

○ ○22 火

○ ○23 水 ２学期終業式（２校時）

✕24 木 強化学習 職員会議（１・２月） 11:00

✕25 金 強化学習 11:00

土26

日27

月28

29 学校閉庁日火

30 学校閉庁日水

31 学校閉庁日木



１１月４日・5日の２日間で、中学校の職業体験を受け入れ

ました。通い慣れたはずの小学校だったのですが当人達はとて

も緊張している様子でした。先生方にとっては、可愛い卒業生

です。ずいぶん大人になったなあと、彼らの小学校時代を思い

出していました。

この活動は、働くことの厳しさ、働くことのすばらしさを、体験

、 。を通して実感し 望ましい職業観を身につけさせることが目的です

先生方の補助として、子ども達の手助けをしたり、マル付けをし

、 、 、 、 、 、たりする等 教師とは 仕事とは 職業の楽しさ 難しさ 厳しさ

真剣さを学んでいました。

職業として学校を見ることで、先生方の子ども達への伝え方の工

夫や集中力を保つための工夫をしていることに気がつきました。ま

た、ゆっくりわかりやすく

話していたり、困った様子

の子ども達に気がついて対

応するなど、小学校にいる

時は気付かなかった職業と

しての先生方の姿を発見す

ることができたようです。

11月13日（金）昼休みに、校内児童と先生方だけのミニ

コンサートを開きました。給食を少しだけ早めに食べて準備

、 「 」「 」「 」して 本番では 紅蓮華 アンダー ザ シー ドレミの歌

の３曲を披露し、５時間目が始まる前に撤収完了です。観客

の心に届く演奏はもちろんですが、準備や片付けの様子から

も、普段の練習の成果が伝わるコンサートでした。最近は、

再びイベント開催の縮小を求めら

れ始めましたが、もっと大勢のお

客さんに聞いてもらえる機会が増

えることを願いたいと思います。

子ども達の学びの保障に向け

て、11月から学習指導員として

桑迫祥子先生にお世話になってい

ます。

主にチャレンジ教室の学習指導

を受け持っていただきます。よろ

しくお願いします。

11月24日･25日の２日間にわたり参観日を実施しました。学芸会が中止になった代わりに、各

学級が様々な形で発表を行いました。教科の題材を劇化し、図工の時間でバック絵や小道具を作っ

たり、これまでの音楽授業の成果を工夫を凝らして発表したり、総合的な学習の時間を使って準備

した太鼓やプレゼンテーションを行ったりとい

う内容でした。日常の学習を様々な形で表現す

るという学習発表形式はいかがだったでしょう

か。

授業後の学級懇談にもたくさん参加して

いただきました。特に１年生は、クラスの

保護者の初顔合わせとなったわけで、あら

ためて今年度は普通の状態ではないことを

感じました。

いじめの未然防止、早期発見・早期対応の取り組みを進めるためアンケート調査（北海道教育委

員会調査）を実施しました。

【全校集計】

１ あなたは今年の７月から今日まで嫌な思いをしたことがありますか ある ２５名

２ 今も嫌な思いをしていますか している １３名

「 」 、 、 。１の質問で ある と答えた２５名は 担任と面談を行い 詳しい事情の聞き取りをしています

内訳は、半分以上が「冷やかし 「からかい 「悪口」でした。仲間はずれや無視、軽くぶつかられ」 」

たり、軽くたたかれたりというケースもありました。詳しく事情を聞き取りした後は、互いに話し

合ったり、クラスの中で解決したりして、いじめの未然防止や解消に向けて取り組んでいるところ

です。

保護者の皆様には、今年度２回目の「こどもの変化チェック
リスト」を配付します。このチェックリストもいじめの未然防
止や早期発見･早期対応を進めるためのものです。小さな変化
でも気になることがある場合は、ぜひご活用ください。

おはなしポエムの皆さんには、授業時間を使って各ク

ラス全員に「読み聞かせ」の機会を作っていただいてい

ます。今年度は、感染症対策もしっかり考えていただい

て、マスクやマウスガードを着用した上で、テレビに絵

本を拡大して投影したものを読む形になっています。

年間を通じて学校教育活動に協力いただいています。

学級通信等で活動日のご案内があると思います。ぜひ活

動を見にきていただきたいと思います。


