
学芸会を終えて

小清水小学校長 可児 隆洋

学芸会は、1897年（明治30年）前後から、普及（流行）し始めた学校行事の一つです。当時は、就学を奨励

、 「 」、「 」、「 」、するために教育の成果を父母や保護者に披露する目的で行われ 演じられていたのは 理科実験 朗読 暗唱

「物語 「唱歌」など、日常の学習活動が主だったそうです。義務教育が当たり前になった現代では考えにくいこ」、

とですが、初等教育の義務就学の政策がとられて間もない時代のことだと思えば納得がいきます。大正時代に入る

と、新しい教育運動や児童文芸運動が盛んになり、その影響で児童演劇が導入されて「学校劇」が定着してきまし

た 「学校劇」という名称は、小原国芳(学校法人玉川学園の創始者)氏が用いて実践したものが、全国に普及し広。

まった言葉です。その後、今のように学校劇が学芸会の中心的地位を占めるようになりました。

さて、現在の学芸会は、特別活動のなかの「文化的行事」の一つとして位置づけられ、次のようなねらいを持っ

①児童が学校生活を楽しく豊かなものにする。②互いに努力を認めながら協力して、美しいて実施されています。

もの、よりよいものをつくり出す。③互いに発表し合うことにより、自他のよさを見付け合う喜びを感得する。④

自己の成長を振り返り、自己を伸ばそうとする意欲をもてるようにする。

小清水小学校の学芸会も、舞台には表れにくいのですが、様々な場面で子ども達を育てるねらいを持って行って

います。

① 普段の授業とは違う場での活躍

② 協力して目標を成し遂げる事

③ 日常の学習成果を発揮する場

国 語：台本作成・セリフ練習（表現力）

音 楽：合唱・器楽演奏（表現力）

図 工：小道具・バック絵の作成（表現力）

その他：見通しを持って計画的に考えたり問題解決する事

④ 組織的に計画し運営に携わる事（係活動）

さて、今年の学芸会が終わりました。学芸会当日、舞台には表れない子ども達の頑張りを感じていただけたでし

ょうか。学芸会のねらいからもわかるように、決して当日の出来映えだけが目的ではないのです。

普段の学校生活とは違う輝きを見せた子ども達がいました。衣装や小道具は子ども達も作っていました。発表意

欲や自主性を生かし、自分達で工夫しながら作られた発表がありました。作り上げる中で仲間を認め、協力し合う

大切さを学びました。係活動として他学年の表現活動を真剣にサポートしました。

学芸会のおわりにあたって、学芸会は当日の発表の出来映えだけでは無く、その背景にある子ども達のこれまで

の頑張りも認めて評価してあげたいなと思います。
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見た目よりも重い！

きれいに重ねていこう

トイレもきれいに

すっきりしてきました

テーマのとりはずし

玄関掃除
目印がいっぱいありました

楽器は大事にあつかいます

学芸会の会場の準備

と片付け作業は５・６

年生の大事な仕事です。

たくさんのお客さんに

来てもらえるように並

べた３００個以上の椅

子の数を丁寧に数えな

がら片付けをしました。

トイレや玄関の掃除

も子ども達の仕事です。

「たくさんの人が使っ

ていたのに思ったより

汚れてないね 、覚悟し」

てきたのに意外だった

ようです。きれいに使

っていただいて感謝で

す。

ステージの目印もは

がし、２週間にわたり

掲げていた学芸会のテ

。ーマも取り外しました

片付けと掃除はちょ

うど45分の1時間目

で終わりました。

あとは、教室で振

り返りや作文を書い

て、学芸会の取り組

みは終わりです。



学校には表現の場がたくさんあります。学芸会は日常の学習で積み上げた表現力を皆さんに見ていただく教育活動の

一つです。広い体育館で、自分の知らない人たちがたくさんいる中の表現活動はとても難しいものです。それでも、子

ども達はそれぞれが目標を持って、練習の成果を発揮しました。登場人物の心情や歌声・音楽を会場の皆さんに伝えら

れたでしょうか、皆さんからたくさんの拍手をいただき、たくさん褒めていただいたことで達成感を味わうことができ

ていることと思います。ご観覧いただき本当にありがとうございました。

それぞれの学級ごとで工夫を凝らして学芸会の目標を立てていました

「聞く力」は、自然につくものだからと考えられがちですが、学校

では重点的に指導している能力の一つです。
「聞く」といっても「耳に音を入れる」段階から、その意味を理解

したり伝えたいことを読み取ったりする段階まであります。学校で身
につけたいのは、その最後の段階までです。
聞く力をつけるための約束事（学習スタンダード）として、

「話している人を見て聞く」３つの約束、
「うなずいたり、あいづちをうったりして聞く」

。「 」正しいしせいで聞く ・・・があります
この約束事で目指すのは 「集中して聞き続けられる子 「話の内容、 」

を理解して聞ける子」です。授業中だけではありません、全校朝会で
も、集会遊びの中でもいろいろな場面で普段の指導の成果が表れるよ
うに意識しています。

もちろん話す側にも、聞かせるための工夫や配慮が必要です。教師
は聞かせるための環境を整えたり、聞かせるための話し方を身につけ

たりしなければいけません 様々な働きかけを通して 学校全体で 聞。 、 「
く力」を育てていきます。

金管バンドが小清水中定期演奏会の合同演奏に
参加してきました。バンドメンバーは演奏後、特

等席で観覧しながら、来年の自分たちのメロディーコンサートのイメ
ージを膨らませていました。

。メロディーコンサートは小清水小学校の定期演奏会の位置づけです
保護者・地域の皆さん、そして子ども達にもたくさん来て欲しいと思
っています。ぜひたくさんの来場をお待ちしています。

体育委員会の取り組みとして、一人ひとりにマラソンカードが配られました。全校児童でマラソン大

会に向けて毎日練習して、クラスとしてグラウンドを何周走ることができたかの

記録証が授与されました。

各クラスの合計周回数

１の１ ２１６１周 １の２ ２５３５周 ２の１ ４８１５周

３の１ ２８３８周 ４の１ １８６４周 ５の１ ５３７６周

６の１ ３１７５周

合計すると、九州まで行って帰ってきた位の

道のりになりました。すごいですね！。

係活動と当番活動の違いは何でしょう。同じようなものだと

、 。思っている子ども達もたくさんいると思いますが 実はまったく違うモノです

、子ども達が学級の仕事をみんなで分け合うために、自分たちで話し合っ係活動は

て組織をつくり全員で自主的に行う活動です。係活動は、子ども達自身の力で、学級生

、 。 、活を楽しくよりよく 豊かにすることをねらいとした活動です 自分たちで考えるので

種類や数はそれぞれの学級で異なります。子ども達に創意工夫させて計画し活動させる

ことに大きな意義があります。

、日々の学級や学校の生活を維持するための活動です。清掃や給食に関わ当番活動は

ることを当番活動にあてて取り組ませている学校が多いです。

どちらも、低学年から所属する集団やみんなのために一生懸命働く経験をさせ、日常

の積み重ねを通して学んでいきます。集団やみんなのために働くことの意義や大切さを

実感することで、勤労観や職業観を身につけるいわゆるキャリア教育の一環の教育活動

とも言えます。

参観日等で教室を訪れた際には、係の活動表や当番表をごらんになってください。そ

れぞれの教室で工夫をこらした活動表や当番表が見られると思います。

係の組織や計画を自分たちで書きます。

一目でわかるように表示

1年生の当番表



これからの社会と学校

小清水小学校長 可児隆洋

人工知能（AI）や情報通信技術（ICT）の発達はめざましいものがあり

ます。子ども達が大人になる頃には、半数の仕事が自動化されるという予

測をする学者もいる中、学校教育は変わっていかなければなりません。

これからの教育は、日ごとに更新されていく知識を身につけ、使いこな

し、課題を解決する力を養うことが求められています。

先日、地域の方とお話する機会があり、農業や酪農の自動化が進んでい

ることを教えていただきました。GPSを利用したトラクターの自動走行、衛星観測により小麦

の品質や収量を安定化させるセンシングシステム、ロボット搾乳機の導入等、私自身の想像を

超える機械化・自動化が小清水でも始まっていると聞いて驚きました。５年生の社会科で農業

学習があるのですが、子ども達が使っている教科書や資料集を見ても、そこまで進んだ機械化

・自動化については、ほとんど触れられていません。教科書ですら新しい知識の更新について

いってないのが現状です。私たちは、もっとアンテナを高く張って、地域や社会の動きを広く

知り、子ども達に伝えていかなければいけません。

学習指導の場面にも、AIやICTの波が来ています。学習塾や私立学校では、人工知能に一部

の学習指導を担わせることで効率化を図っているところもあるそうです。一人ひとりがタブレ

ットを持ち、AIが生徒一人ひとりの理解度に合わせて教材を柔軟に変化させていくのです。一

部の学習指導の効率に限れば、個別の理解度に合わせた学習指導をするAIに対して、40人を一

人で教えなければいけない学校の先生はかなうはずもありません。

しかし、これだけAIやICT技術が進んでも、まだまだ学校は必要無くなるわけではありませ

ん。確かに、勉強だけなら、学校に来なくても自分一人でも可能かもしれません。学校は、一

人では出来ないことを学びに来る場所です。自分で考えたことを意見交換したり、議論したり

することで、新しい考え方に気づいたり、自分の考えを深めたりすることができます。考えを

伝え合うことで、集団としての考えを形成する経験にもつなげられま

す。学校は自分を成長させるために、成功と失敗の経験を繰り返して

大人になる準備をする場所です。学校だからこそ、様々な知識や価値

観に触れさせる必要があります。多様な人と関わったり、力を合わせ

て課題を解決したりする経験を積み重ねることで社会性を養う場所が

学校なのです。
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下校バス

14:45 16:00日 曜日

（ ）16:10 金

×1 土 参観日（土曜授業）1年生学年レク 1０ :４ 0

オホーツク東部地区PTA母親研修会兼小清水町PTA連合研修会2 日

○ ○3 月 全校朝会 委員会④

○ ○4 火 クラブ⑧ なわとび検定 (20分休み） ALT① 6年②5年

○5 水 ４時間日課 フッ化物洗口 13:30

○ ○6 木 ５時間日課 ALT①3･5年②4･6年 なわとび検定 (20分休み）

16:107 金 ６年中学校登校日⑦ 薬物乱用防止教室 ○

土8

日9

〇 〇10 月

〇 〇11 火 ALT①２ ･６年②５年 なわとび検定 (20分休み）ほほえみ訪問（６年）

○ ○12 水 永井さん読み聞かせ (20分休み ) フッ化物洗口

○ ○13 木 やまびこタイム 幼保年長交流授業 ALT①3･5年②4･6年

16:1014 金 小清水児童作品展 (～ 16日 )愛ホール ○

小清水児童作品展表彰式（愛ホール）15 土

日16

○ ○17 月 委員会⑤

○ ○18 火 ALT①１の１ ･６年②１の２ ･５年 6年生租税教室②

○ ○19 水 読み聞かせ (20分休み）ホール フッ化物洗口

○ ○20 木 ALT① 3･5年② 4･6年

○ ○21 金 ２学期終業式 ５時間日課

土22

天皇誕生日23 日

振替休日24 月

登校便あり25 火 ５・６年生３時間授業 (休み時間短縮 )

下校１１：００

登校便あり26 水 ５・６年生３時間授業 (休み時間短縮 )

下校１１：００

木27

金28

土29

日30

月31



図書委員会は、読書をたくさんしてもらうための取り組みとして、昨年から図書

の貸し出しポイントカードを発行していました。この子ども達の取り組みが町の図

書館にも伝わり、小学校の図書室と町の図書館のポイントを連携していただけるこ

とになりました。

図書室でも、図書館でもたくさん本を借りましょう。

学校の図書室で本を借りて読むとポイントがつく

↓

学校のポイントカードが５０ポイントたまる

↓

図書館のカウンターに行って図書館ポイントをつけてもらう

※わからないことは、図書館で聞いてみてください。

図書室ポイントカード

図書委員さんがスタンプを押します

新しい時代に求められる子ども達につけたい力は、大雑把に言えば下のように表されています。

①自分が感じ取ったことを表現する力 ②事実を正確に相手に伝える力 ③説明したり活用したりする力

④情報を集め、組み立て論述する力 ⑤課題を見つけ、評価し改善する力。⑥互いの考えを伝え合う力。

学校もこれらを見据えて、段階的に指導しているところです。1年生も、入学してから徐々に続けていたペア学習や

意見の交換がずいぶんと板についてきました。さすが、もうすぐ2年生になる子ども達、堂々とした頼もしさが出てき

ましたね。

それぞれの委員会活動も学芸会が

終わって本格的に始まっています。

写真は、朝活動の時間に忘れ物調べ

を行ったり、なわとび検定のポスタ

ーを貼ったりしている様子です。

各チーム２試合ずつ行って、失敗しても、負けても
笑い声の絶えない試合ばかりでした。

先生方も２チーム参加し、楽しませていた
だきました。

企画運営に携わっていただいたＰＴＡ総務委
員会の皆さんありがとうございました。

１１月２２日(木)

交流が始まり、大きくてかっこいい松本選手を目の

前にして、少し緊張ぎみのスタートでした。

児童代表質問コーナーでは 「野球をはじめたきっか、

け 「大変なことはなにか 「もっとうまくなるにはどん」 」

な練習をするのか 「ヒットやホームランを打った時の」

気持ちは？ 「何歳からどんな努力をしてきたか 「何歳」 」

のころから野球をはじめたか」など直接聞くことができ

ました。

いよいよキャッチボールです。40人以上の希望者全
員が松本選手とキャッチボールができました。さすがプ
ロ野球選手、松本選手は、ボールを投げるフォームだけ
で、実力を判断して子ども達に合わせたボールを投げ返
してくれていました。

最後は、全員で小清水小学校の校歌をプレゼント

しました。

松本選手と会えるこ

とで最も張り切ってい

たのが６年生です。

野球少年団に入って

いる子が多いこともあ

、 、り 学校が休みの日も

グランドでキャッチボールの練習をしてこの日に備えていました。

運良く中学校舎登校日と重なったこともあって、小学校にいるより

も中身の濃い交流ができたようです。

。記念のサインボールをいただきました

この交流をきっかけに、みんなで来季の

松本選手の活躍を応援しましょう。

校歌のプレゼントありがとうございました。とても
良い歌ですね。元気に歌ってくれてありがとう。皆か

ら元気をもらうことができました。今年はあまり試合
で活躍することができなかったけれども、来年はテレ
ビでみんなが、松本選手だと思って応援してもらえる

ようがんばります。みなさんもそのすばらしい笑顔を
。大切にして学校生活をがんばってください

この日の給食は、松本選手が子どもの

時の思い出にちなんで 大好きだった 唐、 「

揚げ」と「鋳物汁」でした。鋳物汁は、

松本選手の出身地埼玉県川口市の郷土料

理です。これは、子どもの頃給食でよく

出いたメニューだそうです。




