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ありがとう～わたしたちの校舎

令和３年３月３１日 中野区立南台小学校



＜学校の教育目標＞

地域に生きる南台の子
知 かしこく 徳 やさしく 体 げんきよく

「知」、「徳」、「体」相互に関連し、豊かにかかわり合う教育活動を展開する。自分の生まれ育

ったところ、過ごしたところを大切に思い、将来自らが暮らすところも大切にでき、広くグロー

バルな視点からも地域社会をとらえ直すことができる人材、将来地域社会に貢献できる人材の育

成を目指す。

令和２年度 中野区立南台小学校～地域コミュニティの核となる学校

つながろう！南台～つながる つなげる南台小
統合再編による開校から３年、地域コミュニティの核となる学校を目指し、「連携教育」を推

進する中で、学校の特色化と安定化を図ってきました。本年度は校舎移転の年に当たります。

町会・自治会をはじめ、関係幼稚園保育園、関係諸機関とのつながりを生かした教育活動の

活性化を進めることで、安心安全が守られ、地域を生かした教育活動の充実があります。

周囲の方の学校への心寄せ「ボランティアマ

インド」は、児童に伝わり、相互の「ボランテ

ィアマインド」の醸成につながっていく相乗効

果が見てとれるようになってきました。

年度末には校舎とお別れをします。「連携教育」

と「ボランティアマインド」をキーワードにテー

マを「つながろう！南台」と設定し、地域と共有

させていただきました。

コロナ禍であっても、教育活動の工夫改善、円

滑な校舎移転を進め、「つながる つなげる南台

小」として、移転後の教育活動につながるよう、

生かせるよう令和２年度の教育活動を進めます。

校舎とのお別れの会令和３年２月～３月＜予定＞ （令和２年７月保護者会資料）

「つながろう！南台」…感謝を込めて
令和２年度は校舎移転に向かう年でした。
学校の教育目標「地域に生きる南台の子 かしこく やさしく げんきよく」を受け、

「つながろう！南台」をテーマにスムーズな移転を視野に入れて教育活動を進めてきまし
た。
コロナ禍であり、その時その時の感染状況等を鑑みつつ、安全安心を第一に知恵と工夫

を施しながらの学校生活でした。その中で南台小に心寄せるたくさんの方々に支えていた
だきました。感謝の気持ちでいっぱいです。
１年間の振り返りも含め「南台 校長室だより集」としてまとめました。お読みいただ

ければ幸いです。校舎は新たな地に移っても南台小学校をよろしくお願いします。
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南台 校長室だより
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笑顔の始業式、あたたかい入学式
新年度を迎えました。２月から３月の陽気で校庭の桜と北門の八重桜が同時に咲いてい

る南台小４年目の春を迎えました。一時、中野区教育委員会から授業再開の方針が出て、
教職員一同準備を進めてきました。しかし、４月３日には再度の臨時休業が決定、さらに
５日には入学式を校庭で実施することになり、日曜でしたが急遽準備を整えました。
はじめに始業式です。久しぶりに会う友達とのかかわりをとても楽しんでいる様子が見

られました。３年生と５年生は、新しいクラス編成簿を見て、歓声も上げていました。久
しぶりに賑やかな学校でしたが、整列する時間になると新しい整列場所にしっかり並ぶこ
とができました。当然、話もしっかり聞くことができました。新しい先生方との出会い、
紹介の場面も時間短縮のため、短く簡略化して行いました。にこにこする笑顔がたくさん
見られる始業式でした。よい姿勢、よい顔はよい心をはぐくみます。６年生の児童代表の
言葉もしっかり準備していて、最高学年になろうとする自覚を感じました。その後の担任
からの学級指導の場面もどの学級もおだやかに明日からの連絡を聞いていました。

通常の始業式よりもスピーディに進み、時間を生
み出しました。６年生と教職員で入学式で使うパイ
プ椅子、児童椅子を体育館から運び、席を離して入
学式の会場を整えました。
急遽、受付がスムーズに進むよう正門近くに移動

し、臨機応変に対応しました。ＰＴＡ役員の皆様の
ご理解もあり、ＰＴＡ関係の書類も配布しました。
受付後、保護者の皆様には校庭のパイプ椅子でお待
ちいただきました。新１年生は２階の教室まで行っ
て学級担任も指導に当たりました。短い時間で少し
でも子供たちとかかわるためです。学級指導も行い、
入学式会場までの引率も行いました。校庭での入学
式でしたが、緊張しながらもしっかりと参加する新
１年生は立派でした。保育園幼稚園の先生方も喜ん
でくださるでしょう。
教室にはお祝いの掲示や担任からのメッセージも

あったのですが、今年は保護者の方にはご覧頂くこ
とはできませんでした。お許しください。
卒業式同様、前例のない入学式でしたが、たくさ

んの方々のご理解、ご協力によってできた入学式で
す。あたたかい入学式をありがとうございました。
その日のうちに早速ある保育園の園長先生からご

連絡があり、お祝いに加えてねぎらいのお言葉もいただきました。感謝申し上げます。

現在、５月６日までを予定とした臨時休業に入っています。学校からの連絡はメー
ル配信（情報配信システム）とホームページが中心になります。こまめな閲覧をお願
いします。この校長室だよりも含め、本校の情報提供に努めます。
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南台 校長室だより
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「ささりんどう」と「南の大地」
臨時休業から１週間が過ぎました。この間、子供たちの登下校が落ち着くまで、地域の

方有志が朝の旗振りを、南中野地区民生児童委員協議会の皆さんが下校の付き添いをして
くださいました。ありがたい気持ちでいっぱいです。
緊急事態宣言発令に伴い学童クラブも閉室になり、現在１０～１５名程度の児童が居場

所として学校を利用しています。不要不急の外出を控えることに対し、様々な面からご理
解、ご協力いただきありがとうございます。学校にも教職員の出勤をできる限り控えるよ
う指示があります。居場所の確保と学校体制の維持を行い、教職員は時差出勤、自宅勤務
も活用しながら感染症予防に努めます。自宅勤務の中では様々な学習コンテンツを活用し、
教材研究や授業準備に励んでいます。児童へのメッセージも作成し、ホームページに掲載
していこうと考えています。子供は６、７日の２日間しか学級担任と会えていませんが、
担任から週ごとにご家庭に電話連絡をさせていただきます。子供と担任が
直接話が出来るようお願いします。居住地訪問や課題のポスティング等も
行っています。ご協力ください。休業中でも教職員は必ず出勤しています。
（管理職も必ずおります）お困りのことがありましたら、迷わず学校に連
絡してください。ご相談させていただきます。
冒頭の「ささりんどう」と「南の大地」ですが、「ささりんどう」は校

章に、「南の大地」は校歌に使われています。「ささりんどう」は上を向い
て咲く「前向きさ」があります。「南の大地」は校歌のフレーズに３回使
われ、校名の南台→南の大地を表し、どっしりとしたイメージがあります。
＜校名の由来＞ ＜校章の由来＞ ＜ささりんどう＞

現在のこのような状況の中で、できることは限られているかもしれませんが、「ささり
んどう」のように上を向きながらも「南の大地」にしっかり根をはるように力を蓄えて、
学校再開に向けての準備をしていきましょう。

学校ホームページ閲覧を…「おはようスクール」毎朝８：３０～
ホームページに学習課題のコーナーを設け、自学自習についても掲載しました。学校か

らの課題に加えて、教科書に触れながらの学習のご支援をお願いします。
明日、１5日から東京MXテレビで毎朝「おはようスクール」という番組がスタートし

ます。都教育委員会が急遽制作に入ったものです。放送時間が８：３０ということもあり、
毎日のリズムづくりに活用できるとともに、１日の生活や学習のヒントがたくさんあると
思います。ご家庭で是非、ご視聴してみてはいかがでしょう。

・町名「南台」を冠した校名である。
・「南」は太陽が頂に達する方向で温かいイメー
ジがあり、「台」は基礎となるもの、土台とい
う意味がある。子ども達が学ぶ学校の名前に相
応しい。
・地域や子どもたちに馴染みのある名前を校名に
使用することで、統合新校が地域とともに発展
していくという思いを込めた。
・「南」が付くことによって、南中野地域の小学
校・地域の連帯感をさらに深め、小中連携の南
中野中学校とも繋がりが感じられる。
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満開の八重桜 FINAL
先週、北門の八重桜が満開となりました。校庭の

桜と同時に咲いているのは大変珍しいことです。
北門の八重桜は毎年、４月に入ってから咲きます。

来年は旧新山小校舎に移転してしまっているので、
今回が見納めです。
昨年度は、６年生のボランティアの子供たちと一

緒にこの八重桜の花を使って桜の塩漬けを作りまし
た。今回はそれは叶いませんので、登校している子
に手伝ってもらいながら、栄養士が塩漬けを作りま
した。来年の卒業式のお祝いの時に使えたらいいな
あと思っています。

先生作成の家庭学習のための材料…「第２音楽室」も掲載…
ホームページの「児童向け課題」のページに各学年の課題を掲載しています。週ごと（学

年によっては１ヶ月分）の計画に沿って学習を進めて下さい。ドリルや課題をポスティン
グしている学年もあります。また、２０日からの課題を新たに掲載した学年もあります。
運動の時間もとり、時間を区切って学習を進めていくと効率も上がると思います。
その中で、教職員もホームページに掲載して活用できる家庭学習の材料を作成していま

す。本校音楽専科作成の「南台小学校の第２音楽室」～音楽の自宅学習のためのリンク集
もアップしました。是非、挑戦してみてください。校歌「進め！南台小学校」もＪＡＳＲ
ＡＣの許諾をとり、学校概要に音源も掲載しました。お家で歌ってみてください。

つながろう！南台…地域の皆様のあたたかさ…
臨時休業中の登校の仕方は目まぐるしく変わっていきました。（２０日からは朝から学

童クラブに通うことになります。）前号でもお伝えしましたが、その中で、朝の見守りを
地域の有志の方々に、１年生の下校付き添いを南中野地区民生児童委員協議会の皆さんに
お世話になりました。現在、通わなければならない子供たちは落ち着いて通っています。
通勤中、地域の方々にお会いすると必ずと言っていいほど学校のことを気にかけてくださ
います。
そんな中、北門のところにお住まいの水谷さんから、手作りのマスクを８０枚ほどいた

だきました。ご自身でつくら
れたそうです。「１年生も入
学したし、役立てて下さい。
早く学校が再開できるといい
ですね。」というお言葉に心
があたたかくなりました。
ありがとうございました。

※８：３０～の居場所提供は２０日から学童クラブ、キッズプラザに統一されます。
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会うことはできなくても…
何度かお伝えしていることですが、新年度の新たな出会いを迎えた訳ですが、新しい学

級担任と子供たちとが顔を合わせたのは、２日間です。初日は校庭で３０分程度のお話、
２日目は２時間の制約の中で配布物も多く、なかなか話す機会も少なかったと思います。
さらにマスク着用での学級指導でしたから、互いになかなか顔と名前が一致していないと
いうこともあります。

＜保健室から＞ ＜５年生から＞
会うことはできなくても、週に一度の電話連絡の中でお話したり、学習の進み具合を聞

いたりと「つながろう」と努めています。Ａ４版１枚程度の大きさで子供たちへのメッセ
ージを作成しています。内容には保健指導や学級指導で伝えたかったこともあるとは思い
ますが、保健室や教室で朝、休み時間を過ごしている中で話題にしていくような内容のも
のも多く含まれています。本当ならこんなことを話題にしての会話を通してのかかわりも
大いにあったと思いますが、現状では仕方ありません。
個々の教職員の専門性や立場も生かしながらつくっています。今、子供たちと会うこと

ができなくても、現在の状況を心から心配し、会うことを楽しみに学校再開に向けて準備
を進めています。ホームページに随時掲載していきます。ご覧下さい。

時間割表を作成しよう…リズムをつくって計画的に…
子供たちは学年の課題を自分で計画を立てて学習を進めていることと思います。しっか

り進んでいる子もいれば、苦労している子、なかなか取りかかっていない子もいると思い
ます。確認ができにくい状況がとても心苦しいです。
週の計画に加えて１日の時間を区切ってリズムをつくることをねらって、時間割表の枠

をホームページに掲載しました。朝、東京ＭＸテレビの「おはようスクール」視聴してみ
てはいかがでしょう。８：３０からですので、朝のリズムが生まれると思います。
学年の課題の進み具合によっては、新しい教科書を読んだりする時間も設けてもよいと

思います。５月７日（木）が学校再開の予定になっています。再開に向けてのリズムづく
りもあり、再開できない時には継続的な学習の習慣付けのリズムづくりとしてとらえ、是
非ご活用下さい。プリントアウトして使ってもいいですし、既にご家庭で時間を組んでい
る時には、そちらを更に工夫してリズムづくりを進めてください。
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「学年だより」に込めた思いや願い
各学年から学年だよりを発行しています。担任の紹介をしたり、休業中の課題の質問に
答えたりと様々です。各学年の担任は、思いや願いをもって学年だよりのタイトルをつけ
ています。本来なら、これも保護者会の際に「学年だよりのタイトルは、「○○○」でこ
んな願いをもってつけました・・・。」という話もできたはずですが、難しい状況です。
折角なので６学年分紹介します。

＜１年：わんだふる＞わん→one。幼い１
年生ですが、秘められた夢や可能性は無限
大です。１年生ならではのwonderfulな学
校生活を存分に楽しんでほしいという願い
込めました。

＜２年：にじいろ＞
一人一人が輝き、みんなで助け合って素敵
な１年にして欲しい。

＜３年：プログレス＞「進歩、前進、向上」
などの意味、ＮＨＫプロフェッショナルの
挿入歌のタイトルでもあり「あと一歩だけ
前に進もう」の歌詞のように今の自分より
子供たちが一歩前に進めるように。

＜４年：ステップアップ＞友達、周りの
人とのかかわりや自分らしさを大切にし
て、一歩一歩力強く歩んでいって欲しい。

＜５年：ＧＯ！ＧＯ！５！＞
５年とＧＯ！をかけて、どんどん前に

進んでいく。そんな「いけいけ」の気持
ちをもって欲しいです。

＜６年：信＞自分を信じ、仲間を信じ、
信頼される存在となり、自信をつけ、
最高学年として一歩一歩進んでいって
欲しい。信じることを大切に。

準備していた掲示や環境も…学校再開の時には…
新年度のスタートに合わせて、階段に英語の単語掲示を作成して準備をしていました。

内容は、「色」や「数」です。また、学級増に伴ってお便りボックスも新設しました。本
校に在駐している区教育委員会子ども教
育施設課の作業班の方々が作成してくれ
ました。
教職員の写真も学年毎に名前が分かる

ように作成中です。学校再開の時には役
立つようにしていきたいです。
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南台 校長室だより
令和２年度 Ｎｏ．２３
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図書館指導員の先生から「おすすめの本」
図書館指導員の先生が、「おすすめの本」を１０冊、心を込めて選んで下さいました。

季節や行事にも合わせたタイムリーなものもあります。数回に分けて紹介します。

「ゾウの森とポテトチップス」 横塚眞己人 写真と文 「 1ねん 1 くみの 1 にち」川島敏生 写真 文 アリス館

私たちが好きなポテトチップスと動物のゾウがどうむす 学校生活学校に入学した１年生の様子が定点カメラ

びつくのかな?写真と文を読み進むとびっくりする事実を によって写されていて 学校生活がよくわかる写真です。

知ります。読んでみませんか。みんなで地球環境を守ら 毎年、１年生や２年生によく読まれています。時には、な

ないといけないね。 つかしそうに読んでいる上級生たちも！

「ランドセルのはるやすみ」 村上しいこ作 長谷川義史え 「病気の魔女と薬の魔女」 岡田晴恵著 Gakken
PH 研究所 学校に行く時に背負うランドセルが、突然は 人を苦しめる病気の魔女と それをくいとめようとする薬

るやすみがほしいといいだしました。なんのこっちゃ？と聞く の魔女のファンタジー。感染症の研究者の岡田さんが書

と、２年生のけんいちのえんそくについて行きたい！ランド いた物語です。病気のことがよくわかる本です。

セルからは手も足もでています。家で１番強いかあちゃん

は、ランドセルのはるやすみを認めてくれました。さあ、どう

なるのかなぁ？おもしろそうね。
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南台 校長室だより
令和２年度 Ｎｏ．２４
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「おすすめの本」２
前回に引き続いて、図書館指導員の先生からの「おすすめの本」を紹介します。

「てとてとてとて」 浜田桂子さく 「なぞなぞ 100 このほん」 「すき」谷川俊太郎詩集 和田誠 絵

福音館書店 M ・ブラートフ 採集 松谷さやか 訳 理論社

手は、毎日いろいろなことをす M ・ミトゥーリチ 絵 福音館書店 詩は読んでいると心が落ち着いたり

る。かおをあらったり、ごはんをたべ なぞなぞは、世界中にあるものですが、 楽しい気持ちになりますね。いざ、自分

たり、ボタンをはめることもできる この本は、ロシア各地から集められたも で創ろうとするとむずかしいと思うことあ

ね。絵をかいたり、手をたたいて楽 のです。お家の人と絵を見ながら、こと りませんか。でも、詩集を読んでいる

器にしたり、握手で仲直りしたりで ばの意味をトンチで解き明かしてくださ と、あぁ、こんなふうに書けばいいのねと

きるね。手はふしぎだな。心と心が い。 ひらめくことがあります。この詩集もおす

つながるね。 すめです。

「南台小学校の第２音楽室」
…すぐれものコンテンツ…

先週、ホームページに掲載した「南台小学校の第２音楽
室」は、音楽専科の手づくりですが、様々なリンクフリー
のコンテンツを組み合わせた「すぐれものコンテンツ」と
も言えます。
「歌唱」、「器楽」、「音楽づくり」、「鑑賞」の４つのコー

ナーからなり、気に入ったページがあれば繰り返し見たり、
聴いたりすることができます。低学年には少し難しいとこ
ろもあるので、お家の人と楽しむことがいいと思います。
リコーダーのコーナーでは、「苦手な人も得意な人も、ぜひ
挑戦してみてください。」とメッセージがあります。他のコ
ーナーにもあります。是非、親しんでください。
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南台 校長室だより
令和２年度 Ｎｏ．２５
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学習計画に時間割例を参考に
学年毎に５月６日（水）までの学習課題を子供たちに伝えています。計画的に学習を進

めている子がたくさんいるようです。「生活リズムや学習リズムのために時間割表の活用
を」とお伝えしてきました。

既にご家庭でしっかり時間を区切った計画を立てられていて、運動を取り入れながら、
学習を進められている様子も伺っています。毎日の様子を冷蔵庫に貼っていたり、ホワイ
トボードに記入してあったりと工夫されていることも少し伝わってきます。
子供たちの中には、しっかり進んでいる子もいれば、苦労している子、なかなか取りか

かっていない子もいるようです。前回もお伝えしましたが、週１度程度の電話でのやりと
りで、直接確認したり個別に見ることができないことが口惜しいです。

なかなか計画できない場合の参考になるように学年毎にと時間割例の掲載を始めまし
た。先週掲載した時間割表の枠を各学年で工夫したものもできる限り掲載していきます。
毎日の生活のリズムづくりを進めると共に、継続的な学習の習慣づけにご活用下さい。ご
家庭で時間を組んでいる時には、そちらを更に工夫してリズムづくりをしていただければ
と思います。

毎週の連絡の会話から …電話でのやりとりも「かかわり」…
臨時休業から３週間となりました。個別に学習を見ることはできませんが、毎週学級担

任が個々のご家庭にご連絡をさせていただいています。子供たちと直接話をできるように
努めています。
電話の会話では、「どう、元気かな。」、「えっ、そんなことまで進んでるんだ。」、「お家

のお手伝いもやるなんて、きっと助かると思うよ。」というようなやりとりも聞こえてき
ます。当然、「なかなか進まないんだ。得意なものを後にしてはどう？」とか「運動して、
体を動かすと夜もぐっすり寝られるよ。」など、相談になることもあります。
しかし、何よりうれしそうな声の弾むような会話は、とても心温まるものです。少々長

くなってしまうこともあるかと思うのですが、子供にとっても学級担任にとっても、貴重
な時間だと思います。これも「かかわり」です。保護者の方とお話しさせていただくこと
も多く、子供の様子を先に伺い、「お家の人から、こんなこと聞いたよ。すごいね。」とい
う会話になる場面も見られます。ありがたいことです。保護者の皆様のご理解とご協力が
あってのことだと思います。感謝申し上げます。

改めて不要不急の外出を控えて
５月６日までの緊急事態宣言が発令されています。ＧＷもステイホーム週間と言われ、

買い物も３日に一度程度という話も報道されています。とても大変なことですが、改めて
不要不急の外出を控えることを強く意識しなければなりません。
子供にとっても辛いこととは思いますが、公園での気分転換等も行く行かないではなく、

様々な場面での密接な接触を避けなければなりません。公園で無防備に密着して遊んでい
る場面もあるようです。外出自粛は大変大事です。社会の中で必要な方が在宅せずにお仕
事をされています。ご家庭でも話し合い、社会全体に協力をしていけたらと思っています。
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南台 校長室だより
令和２年度 Ｎｏ．２６
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見に行くのは難しいですが…
中野サンモール商店街に新４年生が３年生の時に作成した「こいのぼ

り」が展示されています。なかなか見に行くのは難しいと思いますので
写真を掲載します。子供たちからのアイデアスケッチをもとに作成した
各クラスごとの力作です。学校の青空の下でも泳がせたいぐらいです。

学習用のプリントは、学校で配布もします
学習に活用できる情報を学校ホームページに掲載していますが、プリ

ンターの環境等でお困りの場合、印刷したものを学校に用意していますので、取りに来て
いただければお渡しします。学年の教員が不在でも対応します。いらっしゃる前にご連絡
をいただければありがたいです。その他、お困りのことがあればお電話でご相談ください。

図書館指導員の先生から「おすすめの本」３

「すごいね！みんなの通学路」

ローズマリー・マカーニー 文 西村書店

世界に生きる子どもたちのびっくりするよう

な通学路の写真が満載です。こんなに苦 「ランドセルは海を超えて」 「カエサルくんと本のおはなし」

労してもなぜ学校に通うのでしょうか。大変 内堀タケシ 写真と文 ポプラ社 いけがみしゅんいち 文

な事もあるし、嫌なこともあるけど、友だちに いつもそばにいて背中で私たちの 福音館書店

会えるし、わからない事もわかるようになるか 教科書を運んでくれたランドセル 図書館で本を読んでいたしょ

らかな。大切なことがあるものね。 が、卒業後、外国へ渡って、誰かの うたくんは、本の中から出てきた

役に立つことがある。 ローマの将軍カエサルに驚く。

臨時休業が１０日まで延長にな 戦争や紛争にまきこまれている カエサルは、文字の誕生の理

りました。１１日以降のことは、 国の子どもたちは、何も持っていな 由や、長い歴史の中で本が今

８日までにお知らせすることにな い。そんな国の子どもたちのところに の形になっていったことを教えてく

ります。 もらわれたランドセルは、みんなに喜 れた。なるほど！と納得出来る

先が見えにくい中ですが、学校 ばれて、大切に使われている。この よ。

では再開、延長どちらの準備も進 本は、そんな子どもたちのとびきりの もっと、本が読みたくなるね。

めています。できる限り早くお知 笑顔が載っている。笑顔はいいね。 おすすめです。

らせできるよう努めます。
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南台 校長室だより
令和２年度 Ｎｏ．２７
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「第２音楽室」・「おうちで図工」再始動
「南台小の第２音楽室」に続いて、図工版「おうち

で図工の時間」が作成されました。バージョンアップ
した「第２音楽室」と同時にホームページに掲載し、
再始動です。どちらも本校専科教員の作成です。全学
年に対応するよう努めていますが、低学年にはお家の
方の説明やフォローが必要だと思います。ご支援をお
願いします。
「第２音楽室」にある「リズムマスター（リズム打

ち）」にわたしも挑戦しました。だんだん難しくなっ
ていくのですが、毎日触れてもいいかと思います。「おうちで図工」は各学年毎に分かれ
ています。道具の使い方等の予習復習とNHK for SCHOOLの紹介が主な内容です。学
校再開後も活用できるような内容でもあります。 振り返りコーナーも設け、フォームも
活用します。シートも準備し、プリントアウトできない時のために学校にも用意していま
す。まだまだ改善を進めていきます。ご感想などありましたら、お寄せください。

教材の配布も様々な方法で…「少しお話できました」…
臨時休業が延長となり、新たな課題の配布も様々な方法を

とるようになりました。４月にポスティングしたこともあり
ました。今回、３年生が、玄関に袋詰めした児童向け課題を
置き、子供と保護者の方とで取りに来ていただいています。
昨日は１８人、今日は３０人ほどいらっしゃいました。
学年の教員が案内しながら、配布物に加えて理科の観察用

の土を持って行ってもらいました。子供たちの顔を見て笑い
ながら話をしている教員の姿に少しほっとすると共に、直接
会うことの大切さを改めて感じました。ご協力いただき、ありがとうございました。他の
学年も玄関に活用を始めています。電話連絡と併せて、配布の方法についても様々、工夫
改善に努めていきます。

今年も咲きました！ 藤の花もFINAL …緑の美しい季節へ…
３年生が牛乳パックに土を入れている横で、今年も藤棚の藤の花が開花しました。２年

連続です。藤の花言葉は「歓迎」、とてもかわいらしい大きさですが、１５～２０ぐらい
が房にような形で咲いています。連休明けには咲き終わってしまうと思いますが、この藤
の花も今年で最後です。本当なら子供たちに見てもらいたかったのですが残念です。

学童クラブ閉室後も児童館で過ごす子が
います。みなみ児童館を訪問して、様子を
見せてもらいました。皆、がんばっていま
す。帰り際に、枝付きのさくらんぼをいた
だきました。青虫とともに校長室にありま
す。緑の美しい季節へと向かいます。ステ
イホーム週間、元気で過ごしてください。
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学習計画表・時間割例～ご家庭での活用を
臨時休業が５月末まで延長になりました。各学年毎に創意工夫して週の学習予定を作成

し、ホームページに掲載しています。既に３月から、ご家庭の中で予定を決めて、学習、
生活リズムを整えながら取り組んでいることも伺っています。どうぞ、各学年の示すもの
を参考に、そして上手く活用していただき、ご家庭での学習計画にお役立てください。
通常、学年×１０分を家庭学習の目安として示していますが、この状況は通常ではあり

ません。学校に通って学んでいる時間を意識し、学習に向かう時間を計画的に設定する必
要があります。「その日に何を学習するか」、「どのような時間帯で進めていくか」という
ことが大切です。食事や運動も含めて、ある程度、パターン化していくこともよいと思い
ます。

○○先生、元気ですか？
玄関に置いてある課題を取りに来た子がいました。

兄弟姉妹３人で来ているので、２つの昇降口を回って
いました。帰りがけに校庭側から、職員室に向かって
「○○先生！」と声をかけてくれました。久しぶりに
会う担任の先生が顔を出して、自然に話が始まりまし
た。先生はすぐに職員室から出て、距離をとりながら
ですが、校庭でお話ができました。子供も先生もにっ
こりとしてとてもなごやかな時間でした。やはり、直
接話ができることはとても大事なことだと改めて感じ
ました。
１１日からは、各学年ごとに個別連絡が始まります。本校は玄関や昇降口など広い場所

で行います。直接、話のできる機会です。安全にはくれぐれも気をつけて来校してくださ
い。また、来校が難しい場合は学校までご相談ください。

１１日（月） １２日（火） １３日（水） １４日（木） １５日（金）

３年 ５年 ２年 １年 ４、６年

学年によって回収するものや配布するものが異なります。（例：１年生→アサガオ栽培
用の鉢や土の配布）ホームページに掲載されている各学年ごとのお手紙をご覧下さい。
また、文部科学省から、学校宛てにマスクが配布され、個別連絡の際に、１枚ずつ渡し

ます。学校再開時にも必要になりますが、まずはご家庭でお使いください。包装の外側か
ら点検していますが、汚れ等あった場合は交換しますので学校までご連絡ください。

公園での密に注意を
公園で夢中になって密の状態になって遊んでるような場面が

見られます。南台公園には、八島自治会の方々が、子供たちと
ポスターを作成、掲示してくださいました。ありがとうござい
ます。ご家庭でも注意喚起をお願いします。
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会えてよかった・・・個別連絡
先週の個別連絡日には、保護者の皆様のご協力もあり、学級担任が個々の児童や保護者

の方と直接お話ができる機会になりました。ありがとうございました。玄関や昇降口を基
本として、各学年１日で行いました。子供たちと担任の先生が話す声は、校長室にもひっ
きりなく聞こえてきて、楽しそうに和やかな感じが伝わってきました。
お渡しする課題や荷物も多く、保護者の皆様のご協

力を心強く思いました。また、PTAや地域の有志の方
々が登下校の際に見守りをしてくださいました。あり
がとうございます。
当日は特別支援教室専門員やスクールカウンセラー

も受付で、個別の相談にも対応させていただきました。
担任とのお話の中では、「わたしが在宅ワークをして

いる時に、下の子の面倒を見てくれています。」、「ラン
ドセルをしょっていきたいというので、ランドセルで
来ました。」、「先生に課題を見てもらって、少しやる気
が出たようです。」というお言葉もいただきました。
１，２年生は先生の顔と名前ももう一度…ということで、学年の先生の写真を用意しま

した。全学年作っていますので、学校が再開したら、校長室前の掲示に加えて、昇降口の
TVモニターに映し出せたらと考えています。
「１年生は教室や学校を忘れてしまっているかもしれない…」ということも思い、昇降

口での個別連絡の後、「よろしければ、どうぞ教室を見てきてください。」と保護者の方と
教室に行ってもらいました。
直接話ができる機会はやはり双方向のつながりとしてとてもありがたく感じました。今

週も課題の受け渡しや相談を取り入れ、学年ごとに工夫して子供たちと直接相互にかかわ
る機会をもっています。

課題はご家庭の計画の中で…
家庭学習の様子についても個々の子供の取り組みの様子を見ることができ、今後の取り

組み方の相談も行いました。ご家庭の環境が異なりますので、ご家庭でのリズムに合わせ
て計画を進めていただければと思います。お示ししているのは時間割の例ですから、「そ
の子」のペースに合わせて取り組むようにお願いします。
学校が再開すれば、これまでの課題の確認を行い、休業中に行った学習の定着度を踏ま

えフォローを大事に復習を取り入れながら学習を進めます。同時に、生活リズムを整える
ことや体力保持回復のための運動もしっかり行う予定です。６月１日再開を視野に今週来
週の学習を自分のペースで進めるようにご指導ください。

オンライン学習の導入へ
オンライン学習のために、ご家庭のPC環境の調査を行っています。都、区の準備が整

い次第、PCの貸出も進めていきます。今のところ、区では中学校から導入を進めていま
す。小学校では、上の学年からの導入していきます。導入まではまだまだ時間がかかると
思います。ご協力をお願いします。
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６月１日（月）学校再開を想定して…
新聞やテレビのニュースでは、様々な地域での学校再開のことが報道されるようになっ

てきました。中野区の再開の決定はまだですが、学校は再開、継続、どちらの準備も進め
ています。再開の準備は、決定していなくても様々な想定を巡らして進めなければなりま
せん。今の状況の中で考えられることをお伝えします。
５月３１日までが臨時休業の期限となっていますので、

６月１日の再開を想定しますが、現在の状況では学級全
員での授業の想定は難しいと考えます。そうすると、分
散しての登校での再開となることが考えられます。登校
する日を分けるのか？午前午後で半分に分けるのか？そ
れとも、さらに少人数に分けるのか？…等は今後の状況
で決まってくると思います。
１日に再開する場合、再開前に準備期間としての登校

あるいは参集が必要になるかもしれません。再開した時
の時程や時間割、登下校の仕方、持ち物、生活上の約束事等の確認が必要です。また、距
離をとりながらですが、同じ学級の仲間数人と話をするような機会も学年によっては必要
と思われます。
給食の実施については、学校再開と同時にという訳にはいかない場合もあります。給食

を再開する際には、どのような献立でどのような配膳方法で、どう食べるかということの
想定も進めています。分散登校の形でも給食ができるかも考えなければなりません。１回
目の給食は「カレーライス」を予定とお伝えしていましたが、難しいかもしれません。ま
た、今年度から牛乳パックの洗浄が求められていますが、そのやり方も見直さなければな
らない状況です。
分散登校の形が落ち着いてきた中で、社会全体の動きも見ながら、学級全員の授業が実

施できるかどうかということが話題になり、検討も進むと思います。その中で、ソーシャ
ルディスタンスも含め、どのぐらい接近しての授業が可能か、どのような制限がかかって
いくかということもその時の状況で考えることになると思います。
様々な想定ということでお伝えしました。考えても考え尽くせないのですが…、今の時

点で考えられることを挙げています。繰り返しになりますが、あくまでも想定です。学校
再開が正式に決まってくることを心待ちにしていきましょう。

各々の場所で…
午前中からみなみ児童館で過ごしている子供たちがい

ます。児童館の職員の方、多田学童クラブの職員の方に
お世話になっています。何度か訪問して様子を見たり、
お話したりしました。
午前中、勉強をそれぞれやっている姿があったり（写

真は午前中勉強をする部屋です。）、午後、クラブ室や２
階で好きなことを楽しんでいる姿があったりしました。
その様子を見ているといつもその時自分でできることを
とてもがんばっているのだと感じていました。
今もたくさんのみんなが各々の場所で自分でできることをがんばっています。
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分散登校での学校再開
先週の寒さから今週は爽やかな天気に変わりました。

校長室の窓からも校庭、宝福寺の大木のそびえる青空が
のぞいています。
既に中野区HPで発表されていますが、６月１日からの

学校再開が決定しました。１日からは分散での登校です。
本校では出席番号で前半と後半に分けて前半をAグルー
プ、後半をBグループとして、毎日午前と午後を入れ替え
ての登校となります。（A、B共に午前午後５日ずつにな
ります。）学校再開ですので、ポイントは起床や食事も含
めた生活リズムの調整です。今週、毎日朝の会の動画を
流すことにしたのも、朝起きてできる限りその時間に見ることでリズムづくりに役立てて
欲しいからです。
毎日、午前午後が変わりますが、朝からしっかり起きて動いていければと思います。一

週間で交代することも可能ですが、午後が続くグループをつくることを避け、２週間のス
パンでリズムを整えていくことを大切にしたいと考えています。
基本的に午前の３時間の学習と午後の３時間の学習は同じ内容です。集団が異なるので、

当然進み具合も異なると思いますが、できる限り揃えていきたいと思っています。一学級
が午前と午後に分かれますから、半分の学級同士をつなぐことも必要だと考えています。
生活リズムが一番と言ってきましたが、学級担任とのつながりを強めることも重要です。
休業中の課題を確認しながら決して急ぐこと無く、分散での登校をスタートさせていきま
す。様々な制限の中ですが、区からのガイドラインに沿った形での授業を進めていきます。

水筒持参（普段使い）について…
２月のおたよりで、「水筒の普段使い」について検討中ですとお伝えしてきました。熱

中症への対策もあるので、６月１日より実施します。中身は水、お茶またはスポーツドリ
ンクでお願いします。教室に置き場をつくって対応していきます。持ってきた場合は必ず
持ち帰るようにして、ご家庭での確認と洗浄をお願いします。

夏季休業日の変更・土曜授業について…等
区教委より夏季休業日の変更が決定しました。８月８日（土）～３１日（月）が夏季休

業日です。また、土曜授業も６月より月２回実施することになりました。現在、行事を大
幅に見直しているところですが、実施できない行事もあります。移動教室については代替
え日程を以下のように考えていますが、実施の可否については決定は出ていません。実施
の場合は検診等のために必要に応じて登校日を設ける予定です。
５年：軽井沢移動教室 ８月 ５日（水）～ ７日（金）
６年：日光移動教室 ９月 １日（火）～ ３日（木）

このような状況の中ですが、どのように教育活動を進めることが子供たちにとって最善
になるのかを考え続けています。学校は再開しますが、感染症対策対応が終わりを迎えて
いる訳ではありません。今後も情報発信に努めてまいります。



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
中野区立南台小学校 令和 ２年 ５月２９日（金）

南台 校長室だより
令和２年度 Ｎｏ．３２
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

心のケアと体力の回復が第一
来週より分散登校での学校再開です。生活リズムが一

番とお伝えしてきましたが、学校登校時に第一に考える
ことは、安全はもちろんのこと、「心のケアと体力の回復」
です。
学級担任副担任はもちろんのこと、教職員全員で心の

ケアに当たります。スクールカウンセラーや心の教室相
談員にもお話をすることもできるようにしながら、寄り
添う気持ちを大切に接していきます。
ある新聞に「自分でできる心のケア」という記事が載

っていました。大人向けですが、不安な心のセルフケアとして４点、逆に避けた方がいい
こととして３点が掲載されていました。
＜不安な心のセルフケア＞
①心の整理 ・紙に書き出す。 ・優先順位を決める。 ・情報を見極める。
②人と話す。
③別のことに集中する。→ ・趣味の再開 ・好きなTVや映画を見る。
④リラックスする。 → ・ストレッチ、呼吸法を試す。 ・運動する。

＜避けた方がいいこと＞
①最悪の事態を考え続ける。 ②関連の情報やニュースを読み続ける。
③感情を隠したり、抑え込んだりする。
この３ヶ月間を思うと、私にもどちらも思い当たることがあります。
この内容は、きっと子供にも当てはまることだと思います。子供たちが「感情を隠した

り、抑え込んだりせず、人と話せるように」教職員全員で寄り添っていきます。

わたしの「○○○」
写真は２年生の教材園のサツマイモ、ミニトマト、ナス、落花生…です。本来なら子供

と共に苗を植えて学習を進めなけらばならないのですが、時期があるので仕方ありません。
個別連絡ではお話し、学校が再開した際の出会いを工夫しようと考えています。休業期間
中にご家庭で種をまいて育てているものがあります。本当にありがとうございます。１年
生のアサガオがこれに当たること思うのですが、個々がまいて、水やりをしたMYアサガ
オ、「わたしのアサガオ」です。これは学習上とても大切なことです。なので、ご家庭で
も「あなたのアサガオよ。」と意識付けを図っていただければありがたいです。

教職員はこのように…
本校教職員も学校再開を心待ちにしていました。臨時休業

期間中は、通勤による感染のリスクを抑えるため、時差出勤
や自宅勤務もしながら休業中の課題づくりをしていました。
このことは、学校に密の状態（特に職員室）を作らないこと
にもつながりました。現在は全員学校勤務に戻っていますが、
できる限り分散しての勤務をしています。ほとんどの会議も体育館で行っています。学校
再開になっても気を付けていかなければいけないことだと思っています。
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学校再開…そして、主な行事の今後
分散登校での学校再開ですが、学校に子供たちの

姿が戻ってきました。子供も子供に接する先生たち
も笑顔です。子供たちは比較的穏やかに登校してき
ました。はじめのうちは緊張していましたが、少し
ずつほぐれていく様子が見て取れました。
現在は、旧来の二部授業的な登下校になります。

４回の登下校についてシルバー人材センターの方の
人数を増やす依頼をして通常よりも多くの方を配置
しています。また、関係の７町会自治会長の方々を
通して、地域の皆様に見守りと声かけのお願いをし
ています。毎日４回、校門前の交通整理や対応をし
てくださる方や新山の家に集まって対応を検討して
下さった方、シルバーの方と相談して配置を考えて下さった方、大きな公園も含め通学路
を見て下さる方、自転車で学区域全体を見守ってくださる方・・・ありがたく思います。
複雑な２週間の分散登校を皆様の力をお借りして乗り切っていきたいです。

７月までの校外学習や学校公開は中止と決まっていますが、先行きが見えず、行事の見
込みも検討中です。が、現在のところ、以下のように考えています。
＜実施する行事＞ 終業式・始業式・卒業式・修了式
＜状況を見て可能なら実施したい行事＞軽井沢移動教室（５年）日光移動教室（６年）
生活科見学（１，２年）・社会科見学（３，４年）・TGG英語体験（４年）・
６年生を送る会 等 ですが、相当厳しい状況だと思っています。

＜大きな見直しが必要な全校行事＞ 運動会・学芸会・南台マラソン等 これらの行事は
中止、あるいは、分散しての実施や大きな発想転換が必要になると思います。
＜連合行事＞連合運動会（６年）・オープンキャンパス（６年）・音楽鑑賞教室（５年）・
連合音楽会（５年）・連合作品展（図工・書き初め） 区一斉での決定になります。
学校独自の決定では無く、全てが区一斉になることもあると思います。状況を見ながら、

区の決定も待って、９月以降の行事を検討しているところです。

地域行事も先が見えない状況ですが、これまで子供たちが参加し、様々な体験をさせて
いただいたものについて本校会場のものも多く、関係の皆様と実施やその方法、子供たち
の参加について相談させていただこうと思っています。

体育の学習も、音楽の学習も、図工の学習も…
スタートはとにかく心のケアと体力の回復です。学習面は休業中の課題の確認と復習か

ら始まっています。けれども、実技教科もスタートします。体育は水泳の季節ですが、現
状では大変厳しいところです。体育優先的に取り扱えるものは何かを校内で検討しました。
音楽も窓とドアを開け放して、できることで学習を進めます。図工室は対面になるので、
この２週間は間に透明の仕切りをつけました。
子供たちの学びの維持、確保、保障も重要な課題です。今後、学校でなければできない

ことと、自分で進めることの棲み分けや計画も必要です。今後少しずつ触れていきます。
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学校再開から一週間
学校再開から一週間が過ぎました。学級の半分の人数とはいえ、やはり友達とのかかわ

りは楽しくかけがえのないものだと分かります。集団での学習にも少しずつ慣れてきまし
た。A、Bグループでの集団の動きの違いも調整しつつ、分散登校での学習を進めていま
す。
専科の学習も始まりました。制約の多い中ですが、それぞれ工夫改善、配慮をしながら

の学習です。先生だけでなく、子供たちにも協力してもらわなければなりません。始まっ
て見えてきたことですが、体育の学習を例にすると、少人数で行っているので、運動量の
確保は十分です。午前午後、同じ内容をやるので１日に２時間体育の学習をすることにな
り、先生の熱中症も心配です。水分補給をしながら、マスクも外しての学習も進めていま
す。

宿泊学習・連合行事が中止
中野区教育委員会決定により、以下の行事の中止が決まりました。
＜宿泊学習＞軽井沢移動教室（５年）・日光移動教室（６年）・連合運動会（６年）

連合音楽会（５年）・音楽鑑賞教室（５年）
大変残念です。保護者の方用のお手紙を渡す前に子供たちに放送で知らせました。とて

も楽しみにしていたと思います。子供も先生たちもとても残念がっていました。まだ検討
中の行事もあります。学校再開後の様子や社会の状況の中で決まっていきます。
通常授業後の生活時程も清掃や全校での集まりのことを考えると今の時点で年間を通じ

て決定していくことは大変難しいところです。まずは、６月までの生活時程として考え、
児童の様子や社会の状況の中で７月に工夫改善できるようにしていきます。朝から授業に
入り、放課後、個別の学習もできるようにしていこうと考えています。

みなみだいの給食（南台の給食）がはじまりました
３ヶ月ぶりの給食でした。感染症予防と食中毒予防も含めて対応しています。簡易な内

容と言っても、初日は本格的な味付けのカレーライス、２日目は酸味の効いたスパゲティ
・ミートソースでした。教職員と給食調理員さんで盛り付けました。
午前、午後と２回の調理を心を込めてしてくださっています。今週は、低学年を中心に

各教室での配膳にも入って頂いています。給食を食べる時には、お話したいこともあると
思うけれど、子供たちは、ほとんど黙って食べていてなかなか不思議な光景でした。子供
も含めたくさんの方々の準備と努力、そして工夫や配慮で給食の提供ができます。
ありがたい気持ちをもって、食べるようにしていきたいです。



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
中野区立南台小学校 令和 ２年 ６月１７日（水）

南台 校長室だより
令和２年度 Ｎｏ．３５
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

学校再開～学校がはじまりました
学校再開から３週間、給食も始まり、分散登校も終え、通常授業となりました。まだ２

学年ずつですが、校庭遊びの休み時間も設けています。清掃は帰りの会の後に数人で行う
形でしばらくは進めていきます。帰りの会の後、個別に学習をしたり、話をしたりする時
間の余裕を持ち、様々なケアに努める６月にします。全校朝会も通常授業初日の１３日に
は行いましたが、現在、朝は全て学級の時間とし、教室での時間がしっかりとれるように
しています。全校朝会の代わりは静かにお話しないで食べている給食の時間に放送で行っ
ています。分散登校の最終日の１２日には「学校がはじまりました」という動画での全校
朝会を行いました。学校再開の様子がよく分かると思い、写真と原稿で紙面に掲載します。
＜学校がはじまりました＞

皆さん おはようございます。南台小学校です。校長先生からお話をします。今日は６月１２日分のお話です。今日

は学校再開からここまでのことを振り返ってみましょう。「学校がはじまりました」です。６月１日、皆さんが学校に

来るようになって、本当にうれしかったです。先生方もとてもうれしそうでした。あいにくの雨の中の登校でした。

みなさんが登校する数日前から先生たちもいろいろな準備をして迎えました。体温を測り忘れた人のために、会議室

を検温室にしました。電気のスイッチをさわらないようにしたり、蛇口の間を空けたり、待つ場所のシールを貼ったり、

校庭の流しにも石けんを置いたりしました。音楽室では出席番号を椅子に貼って分かりやすくして間を空けた席にしま

した。これは図工室です。机の真ん中に間ビニールを貼りしました。図書室の準備もできています。この他、入学式の

メッセージを見てもらおうと残しておきました。黒板に絵でメッセージを書いていたクラスや教室の窓にＴシャツのメ

ッセージを貼り付けた学年もありました。

１年生も並んで歩きます。１年生の下校は学童クラブの方や地域の民生児童委員さんが付き添ってくれました。



このような中で学校生活が始まりました。１年生はセーフティ教室として横断歩道の渡り方を学習しました。２年生

が植えて育てている野菜です。ナスが特に元気です。３年生は休業中につくっていた共同制作「テトリス」が完成しま

した。４年生は休業中に書いた「学校もりあげマスコット」のコンテストが始まりそうです。５年生、目立たないとこ

ろですが、いつもいつも靴箱が整然としっかり整頓されています。６年生は短歌風の詩をつくりました。こんな作品が

ありました。「楽しみは 小学校で 先生と 図工の学習 楽しむ時間」 楽しみですね。そして、「たてわり班活動」

など、まだはじめられない活動もありますが、今は我慢です。待ちましょう。

二週目からは給食です。２日目のスパゲティ・ミートソース、４日目はあんかけやきそば、配膳には給食室の皆さん

にもお手伝いいただきました。廊下で待機、先生とすぐに盛り付けて下さいます。とてもありがたかったですね。たく

さんの方々にお世話になっています。そして、皆さんも約束を守り、先生方を助け、安全に過ごそうとしていました。

地域の方々にもたくさんお世話になりました。この２週間のとても難しい登下校、見守りをしていただきました。こ

れは初日の正門前です。お昼にコンクリートミキサー車が来ていて、安全誘導をひとつひとつしてくださいました。多

田神社の前でシルバー人材センターの方と共に誘導してくださる方がいました。広町みらい公園も含めて見守ってくだ

さる方がいました。自転車で学区域全体を見回ってくださる方がいました。２つの町会で見守りをする交差点もありま

した。１年生は民生児童委員さんと毎日一緒に下校しました。

当たり前ではなく、とてもありがたいことだと思います。「さようなら、いつもありがとうございます。」としっかり

立ち止まってお礼のあいさつを言える人が増えたと思います。

今日、明日と改めて「ありがとう」の気持ちを伝えられるといいですね。これも「つながろう！ 南台」です。

今日で３週間続いたホームページでの全校朝会はおしまいです。感想を話に来てくれた人たちありがとう。お子様と

一緒に見て下さった保護者の皆様もありがとうございました。一言一言とてもうれしかったです。

明日は久しぶりにクラス全体で過ごす日です。朝の時間は校内放送で６年生と一緒に全校朝会をします。みんなで会

うことを楽しみにしていてください。では、今日も「ありがとうございます」のあいさつを大切に、１日元気で過ごし

ましょう。
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個別支援と個別ケアの６月７月
通常授業の一週間が過ぎました。新たな生活時程にも

少しずつ慣れてきたようです。１年生は学校たんけんも
しました。全校朝会の代わりのお昼のお話で、６年生へ
のインタビューも行っています。今回は、「通常の給食に
なったら出て欲しいメニュー」と「休み時間にやりたい
こと」の２つです。給食を食べながらですが、よく聞い
ているようでいろいろな学年から反応があります。
実施できなかった「１年生を迎える会」の代わりに「１

年生に入学おめでとうの想いをつなげよう」という取り
組みで２～６年生のお祝いメッセージを録画でつくって
います。６年生はこの中に話すことができなかった「入学式の児童代表の言葉」を入れ込
んでいます。途中経過をお昼のお話の中でということで明日、放送します。様々な制限の
ある中でも子供たちはたくましく創意工夫して取り組んでいます。
朝の時間を学級にして、清掃を放課後にしているので、１５時過ぎの下校になっていま

すが、この放課後の時間を個別支援、個別ケアに活用しています。学習のことに加えて、
話したいこと、まだ新たに発足していない委員会活動のケアにも使っています。ある担任
の先生が、個別指導を楽しみにしている子供がいると教えてくれました。また、「個別指
導をするとよい関係が築きやすく、自己肯定感も上がる」とも教えてくれました。前号で
もお伝えしましたが、このまま、６月７月は個別支援、個別ケアを大切にしていきます。

軽井沢からのおたより
６年生は昨年度、軽井沢移動教室で、藍染体験に挑戦

しました。その藍染体験の講師を務めてくださったのは
長野県佐久市岩村田で呉服屋さんを営んでいらっしゃる
岩崎泰治さんです。岩崎さんはとても穏やかな語り口で
毎年本校はお世話になっていました。（子供たちに聞い
てみてください。）その岩崎さんから、本校に藍染のマ
スクが５つ届きました。添えられていたメッセージを紹
介します。

藍染のマスク染めました
あいの種も一緒に付けておきます
秋にピンクの小さなあいの花が咲きます
コロナに負けずに愛（藍）で乗り越えましょう

岩崎さんからは、わたしたち教職員へのメッセージ
も添えられていました。岩崎さんのやさしい気持ちを
しっかり受け止めて乗り越えていきたいと思います。
来年、また軽井沢でお会いできることを願いながら…。

※６年生へのＰＣ貸与が始まります。Ｇｏｏｇｌｅ ｃｌａｓｓｒｏｏｍ の設定も進めているところです。
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速報：１年生へのおめでとうメッセージ
４月に予定されていた「１年生を迎える会」は実施が

できず見送りになりました。６月の学校再開を受けて、
代表委員会の児童を中心に「どうしたら、１年生のお祝
いができるか。」ということを話し合い、全学年に呼びか
けて、「１年生に入学おめでとうの想いをつなげよう」と
題し、２～６年生でお祝いのビデオメッセージを作って
伝えることを計画してきました。
中心となる代表委員の児童は各学年の代表者に分かり

やすく説明し、うまくいったところを認めながら、ビデ
オ撮影を続けてきました。途中で校長室のわたしのとこ
ろに来て、ビデオメッセージの最後に出演することの依頼がありました。その時に途中経
過を聞いていろいろ話をしていく中で、進み具合を放送で話そうということになりました。
給食の時間はお話をしないで食べていますから、その時間をねらって放送も入れました。
「わくわくして、楽しみにしてくれたらいいな。」と代表の３人が話しているのを聞いて、
とても心があたたかくなりました。
７月１日に各学級で完成したビデオメッセージを見ました。力を入れて作ってきたので、

少し長時間になってしまいました。そこで、一斉同時ではなく、各学級の都合のよい時間
で見ることにしました。どの教室もじっと見入っていました。登場している本人たちも少
し恥ずかしがりながらもうれしそうに見ていました。これはビデオならではのよさです。
給食の時間のわたしからの放送の中で、１年生代表児童３名から感想を聞きました。「う

れしかった。」、「楽しかった。」ということに加えて、「プレゼント大事にします。」、「ぼく
たちのためにありがとう。」という声が聞かれました。それを聞いていた放送室の６年生
に再度、感想を求めると「ぼくたちの思っていたことが伝わってよかった。」、「みんなの
おかげでできた。」という想いを答えてくれました。
その後、１年生は各クラスでお礼をどうするか話し合い、

学年合同でも話をしました。学年では集まることが難しいの
で、Ｇｏｏｇｌｅ Ｍｅｅｔを使って、３クラスをつないで
のオンラインの話し合いです。話し合いを重ね、同じくビデ
オメッセージのお返しをすることになり、今日、校庭での撮
影ができました。教室から撮影しています。これもまた１年
生は、２～６年生に見てもらうことを楽しみにしていること
だと思います。
子供たちの発想が生きた「１年生に入学おめでとうの想い

をつなげよう」の「１年生へのメッセージビデオ」となりました。
直接のかかわり合いの難しい中ですが、区教育委員会に揃えてもらった仕組みを活用し

て、子供同士の「つながり」を深める手段として更に活用を進めてきたいです。
このメッセージビデオは、中央昇降口にある大画面モ

ニターに時々映しています。ご来校いただいた際にご覧
いただけるとありがたいです。

※来週７月６日（月）から通常献立の給食になります。栄養バランスも更によくなります。
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分散型セーフティ教室～お家で、親子で
保護者会の際に「分散型セーフティ教室」のご案内を配布し

ています。全校児童が校庭や体育館に集まることはまだできま
せん。同様に、全保護者の方を対象とした授業公開も、保護者
の皆様が体育館に集まっての講演会などもまだできません。
このような中ですので、例年、土曜公開日に実施している「セ

ーフティ教室」も従来の形での実施を見送ります。「セーフテ
ィ教室」は安心・安全にかかわる内容ですので、適切な時期に
実施することが必要です。１年生の交通安全指導（歩行訓練：
横断歩道の渡り方）も学校再開後、早い段階で実施しました。

安心・安全の学習を話し合いを親子で！
更に、学校での学習や安全指導で取り上げていても、ご家庭

における保護者の方からの指導や話し合いが大切なことは変わ
りません。
そこで今年度は、学年毎に分散した期日に安心・安全にかか

わる指導を実施、その際にご家庭にメール配信でお知らせしま
す。同時にＨＰ上に指導に活用した資料や動画を掲載します。その後、ご家庭で、親子で
安心・安全にかかわる学習を振り返っていただくことを重視します。（例えば、２年生は
連れ去り防止で「いかのおすし」のＶＴＲをリンクを貼った警視庁のＨＰから見られます。）
一緒に見て、話し合ってください。

安心・安全は日常の声かけから
既に、本校ＨＰの「安心・安全 セーフティ教室」のコーナーには、警視庁ＨＰや都教

委ＨＰ等のリンクが貼られています。その中に「日常的な安全指導における 一声（ひと
こえ）事例」があります。大きな事件、事故になってしまってから、一声かけておけばよ
かったということはよく耳にします。
この一声事例は、学校の安全指導における教職員向けのものですが、ご家庭でも十分に

活用できるものです。「傘を振り回さないこと」、「自動車の運転手さんとのアイコンタク
ト」等は、むしろご家族で一緒の時の方が話す場面も具体的になるのではないでしょうか。
「生活安全」、「交通安全」、「災害安全」と安全指導には３つの領域があり、この３つの

分かれての「日常の一声」が掲載されてますので、どうぞお試しください。

どの学年の学習内容でも話題に…
今後、学年にかかわらず、学習内容を全校にメール配信でお伝えしますので、その後、

ＨＰをご覧になりながら、安心・安全についてお子様と話し合ってください。
学校で重点的に取り上げたいのは、ＳＮＳ（情報モラル）と自転車です。ここまで、新

型コロナウィルス感染症対策、歩行訓練、自転車の乗り方を学習してきました。今後、Ｓ
ＮＳ南台ルール、ＳＯＳの出し方、連れ去り防止等を取り上げていきます。
今年度のセーフティ教室は、学校でも家庭でも話し合うことを大切に実施していきます。

子供たちの安心・安全にかかわる学習が充実しますようご理解、ご協力をお願いします。



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
中野区立南台小学校 令和 ２年 ７月２７日（水）

南台 校長室だより
令和２年度 Ｎｏ．３９
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

離任された先生方との会
４月以降、様々な行事を残念ながら取りやめ

にしてきました。しかし、１年生を迎える会の
ようにできることを工夫して行った行事もあり
ます。離任式についても取りやめにしていまし
た。しかし、３月から４月にかけてお別れが子
供たちの中で中途半端になっているなと感じて
いたことや離任された担任の先生の学級がクラ
ス替えをしていないことなどから、４人の先生
方に来校していただき、お別れをする機会「離
任された先生方との会」を設けようと６月中に
計画を進めていました。子供たちはとても楽し
みにしていました。 ＜モニターで教室での校歌を聴きます＞

しかし、７月に入り社会の状況は少しずつ悪くなり、実施方法を最後まで検討していま
した。全校で集まることはできませんが、会議室にお越しいただき、会議室からＧｏｏｇ
ｌｅ Ｍｅｅｔで全学級に配信する方法で「離任された先生方との会」を行いました。
代表の４名の児童が各先生方に作文を読み上げ、先生方からは全校に向けてメッセージ

が配信されました。途中、映像が乱れたり、ハウリングが起きたり、時間の差も生じまし
たが何とか実施することができました。
先生方との思い出を涙ながらに語る子…、先生に教わった大切な言葉を繰り返して話す

子…、これからどんな学校にしたいかを先生に伝えようとする子…どの子もしっかり思い
出や教わったことを思い起こしていました。
４人の先生方からも子供たちへ、そして南台小へのあたたかいメッセージをいただきま

した。どの先生も南台小開校時に携わった先生方で学校のために様々なことに取り組んで
いただきました。感謝の気持ちでいっぱいです。

会の後は各教室へ…
会が終わると、代表の４人の子が各クラスにご案内してそこで昨年度担任していた学級

での話になりました。今度は生で語りかけてくださいました。「学年でお願いします」と
隣の学級にも訪問して下さる先生方に大変ありがたく思いました。

出会いと別れの大切さ…
今回の先生方の訪問で、しっかりとお別れができたと思います。子供たちには、出会い

と別れを大切にする人に成長していって欲しいと願っています。そして、出会いと別れを
大切にする人は、一期一会も大切にする人です。貴重な体験をさせていただきました。
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健康で安全、充実した夏休みを
いよいよ明日から夏休みです。子供たちは学校再開後、始めての分散登校、そして簡易

給食のスタート、７月には通常授業、給食も通常になりました。例年だと７月２１日から
夏休みですが、そこから約２週間の授業延長でした。たくさんの制限のある中での学校生
活でしたが、子供たちも先生たちもとてもがんばったと思います。学校生活は子供と先生
でつくるものです。時間をつくろうとしたり、面白いアイデアを出したり、我慢もしたり、
悩んだり…よりよい学校生活にしようとする姿が垣間見えることがたくさんありました。
３年１組のある子が校長室を訪ねてきました。「総合の学習で、パソコンで調べたのだ

けれど、分からないので質問させてください。」とのことでした。その子から「休業期間
中に気をつけていたことはどんなことですか？」と質問があり４つのことを答えました。

①一人ひとりがお家や学童で元気に過ごしているか確認をしていました。みんなのお家
の状況が違うので、応援できたらと思っていました。

②学校の様子が見えにくく、分かりにくいのでいろいろなお知らせをＨＰやメール等、
様々な方法で出していました。

③先生たちの健康を守るため、お仕事の仕方を考え工夫していました。先生たちも仕事
を工夫できるよう考えていました。

④新たなことがギリギリで決まるので、学校がはじまることと、お休みが続くことのい
つも両方の準備をしていました。

この質問のおかげで、４月からのことを振り返ることができ、ありがたく思っています。
子供たちもここまでのがんばりや課題を振り返って夏休みを迎えます。
社会状況はあまりよくありません。子供たちには、安全と健康を第一に考

えて、よりより充実した夏休みを過ごして欲しいと思っています。

よりよい授業を目指して～切磋琢磨
本校では各々の授業を公開し、授業を見合って研鑽を重ねています。７月に
入って全員が公開授業（視点をもっての授業実践、管理職は必ず参観します）<２年体育>
に取り組んでいます。合間を見て参観に来る先生も多く、刺激を受けながら、
よりよい授業の在り方について指摘し合って学んでいます。先輩の実践から
学ぼうとする姿勢が十分感じられる話し合いにもなります。授業では、３０
人以上の一斉授業、マスク着用でエアコン全開の中なので、ある程度の大き
さの声をしっかり出させるようにしようと共通の課題になっています。

学校もりあげマスコット <５年社会>

休業期間中に４年生が取り組んだ「学校もりあげマスコット」について、
全校児童で投票しました。どれも楽しかったり、面白かったり、元気が出
そうな作品でした。投票結果の発表があり、５つの作品が選ばれました。
また、この日は関係の町会長さんたちの集まり「南台小関係町会自治会長
学校連絡会」があり、７町会自治会の会長さんにも１点ずつ選んでもらい
ました。様々な場面での活用も考えていきたいと思っています。
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おだやかに授業再開
１日、元気な子供たちの声が学校に戻ってきました。各々の教室では担任の先生からの

メッセージや連絡が黒板に記され、久しぶりに会う友達との会話も弾みます。放送での全
校朝会では、学校だよりの「あいさつ・返事」、「あつまり」、「あとしまつ」の話をしまし
た。各教室でも取り上げられ、改めて全校で大切にしていきます。教室での学習の様子を
見て回る中、教室でゲーム、新たなクラスの約束事のお話、自由研究の発表…と様々です
が、どの教室もおだやかに、そして元気にスタートできた感
があります。
９月も下校後の個別ケア、個別支援の時間をとり、担任と

個々の子供たちが話をしたり、相談できるようにしながら学
校生活を送れるようにしていきます。夏休み中の事件事故に
ついては不審者情報以外は学校に連絡は入っていません。
夏休み前、生活指導主任から次のような話をしています。

夏休みを終えた後も、今後も大切にしていきたいことです。
子供たちの元気な登校をうれしく思っています。

１「ちゃんと寝て、ちゃんと起きなさい」

子供の体は成長するようにできています。しかし、良い睡眠をとらないと成長に必要なホルモンがちゃんとで

きない。「寝る直前までゲーム・テレビ・スマホの画面を見ること」は良い睡眠につながらないと言われている。

寝る前の行動と寝る時間に気を付けて生活しよう。

２「ちゃんと頭を使いなさい」

学校生活に比べて周りに大人がいない時間が増える人もいる。自分がやろうとしていることが正しいかどうか

考えてから行動して欲しい。「宿題をやらされる」だけではなく、何かに興味をもって進んで学びに向かって欲し

い。調べてみよう・やってみようの気持ちをもちましょう。

３ 「自分の身は、自分で守りなさい」

事件や事故に巻き込まれないこと・事件や事故を起こさないこと、不審者対応・自転車の乗り方・ＳＮＳの使い

方を大人と確認した上で生活して欲しい。

８月３日（月）には、他地域の小学生がキックスケーターで交通事故（意識不明）

８月４日（火）には、区内の小学生が自転車に乗っていて交通事故

「毎日、どこかで誰かが事故に遭っている」それが自分にならないように、自分で気を付けなさい。ゲーム・

動画視聴・テレビ・漫画は悪いことではない。問題となるのはやり方・使い方。好きなことだけダラダラやる休

み」ではなく「自分の心や体の成長につながる素敵な夏休み」を自分で作ってください。

９月１日にまた全員で会いましょう

感染症対策とよりよい授業の工夫
８月６日付で文部科学省から新たな学校生活のマニュアルが出されました。「マスクを

着用する」、「１５分以上の会話を避ける」、「１メートルの距離をとる」ということは変わ
りありません。しかし、学校生活の中ではこの３つができない場面があります。給食や食
事の場面、体育学習の場面、うがいをする場面等です。特にマスクを外している場面での
接触に気を配っていくことが肝要だと思っています。また、手洗いでの対応を重視してい
くこともこれまでと変わりません。まだまだ制限も多いですが、感染症対策の中でもより
よい授業の工夫は求められています。
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急な雨にも… 暑さにも…
週明けの昨日、朝から雨が降ったりやんだり、降っている間も急に強くなったりしてい

ました。特に、登校時には、強い雨の中、濡れながらの登校になってしまった子もいまし
た。若干、道に広がっている子がいましたが、全体的には傘もなかなか上手にさして、広
がらずに歩いていました。Ｇｏｏｇｌｅ Ｍｅｅｔを活用した全校朝会の中では、九州の
台風の話とともに登校の様子をほめました。放送室から行いましたが、あいさつの６年生
２名にはインタビューにも答えてもらいました。全校朝会の話は「あいさつを言葉につな
げよう」という内容でしたが、その中で「いいなという言葉は何ですか？」と問いました。
「ありがとう」と「がんばって」が上がり、その理由も教えてもらいました。画面からは、
よく見ている様子が伝わってきて、聞きながら考えている子がたくさんいたと思います。
こんな週初めの朝でした。
その後も雨は、降ったりやんだりが続

きました。掃除の時間にも急に激しい雨
が降ってきて、玄関掃除の子は避難しま
した。今後も、激しい風雨の時があると
思います。台風接近の際は、事前にでき
る限り情報発信すると共に、子供たちへ
の安全指導も継続的に実施していきます。算数少人数学習を多目的室に移動 熱中症（ＷＢＧＴ）計を校庭常備

残暑厳しい中ですので、熱中症対策も
欠かせません。毎日の健康観察と水分補
給は十分に行うことはもちろんですが、
児童自らが気をつけるように指導をして
います。この他、右のようなことにも取
り組んでいます。日常から十分に気を付
けるようご家庭でも話題にしてください。

日陰を上手く活用しての体育学習 発育測定の際の保健指導（体温調整）

たてわり班活動が始動
夏季休業中に実施を検討してきた、たてわり班活動がはじまり

ます。校庭を活用して広がった形での実施を計画しています。１
２日に１回目の活動があります。事前に６年生と１年生の顔合わ
せがありました。これも校庭です。例年の内容と同じことは難し
いですが、貴重なかかわり合いの場としていきます。

しばらくの間、「校長室だより」を紙面でも発行
１０月２４日（土）予定の運動会をはじめ、社会科見学等の校外学習、ＰＣ貸与を含ん

だオンライン学習、いじめ防止・対策、特別支援教育、学校支援ボランティアの状況…等
について、細かな情報提供が必要だと感じています。そこで、しばらくの間、「校長室だ
より」は紙面発行も行います。ＨＰ掲載のみの情報もありますので、両面での情報発信に
努めます。是非、ホームページも定期的に閲覧ください。

児童会によるＴＡ（楽しくあいさつ）キャンペーンが始まりました！！～９月１８日まで
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学校としてのいじめ防止対策
短い夏季休業でしたが、その間にわたしは「いじめ防止対策」のことについて少し時間

をとって調べ、考えることができました。時間をとって調べようと思ったのは、コロナ禍
の学校休業期間中に「いじめ」にかかわる２つのテレビ番組を見たことがきっかけです。
どちらも中野にかかわる内容でした。わたしは中野生まれ、中野育ちですが、自分自身の
小中学校時代のこと、生まれ育った中野でのことを思い出しながら、「いじめ防止対策」
にかかわるこれまでの国や都、区の対応の歴史や現在の状況等を少し詳しく調べ、考える
ことができました。改めて深く感じたこともたくさんありました。
きっかけはテレビ番組の視聴でしたが、本校では「いじめ防止対策」を重点にしている

こともありました。そして、それ以上に、「いじめは決して許さない」、「いじめを起こさ
ない、許さない、見つけたら撲滅させる」ことを更に自分自身が強く認識していきたいと
思ったからです。今回、調べたことや感じたこと、考えたことは、機会を見ながら児童に
も保護者の皆様にも地域の方々にもお伝えできたらと思っています。
夏季休業前の７月に中野区「いじめ等、児童・生徒間の問題の未然防止と早期発見のた

めのアンケート」を実施しました。中野区では例年３回（６月、１１月、２月）に実施し
ますが、今年は学校休業もあったため、７月になりました。１回目は児童と保護者の方へ
のアンケートでした。アンケートをもとに、様々な児童から聞き取りを行い、事実を確か
めながら、状況を掴み指導に当たります。アンケートだけでなく、教職員の発見、児童か
らの訴え、教育相談週間での話題、保護者の方からご連絡いただく場合もあります。
どれもできる限り迅速に、そして「いじめ対策委員会」を立ち上げる等、組織的に対応

するよう努めています。

学校いじめ防止基本方針～ＨＰをご覧ください
本校では、中野区教育委員会「中野区いじめ防止基本方針」を指針として、「中野区立

南台小学校 いじめ防止基本方針」を定めています。本校のホームページに掲載していま
すので、ご覧下さい。現在、中野区では、令和３年３月を予定して「中野区いじめ防止基
本方針の改定」と「いじめ防止対策の条例化」を進めています。この改定や条例化に沿っ
て、本校の基本方針も改定を進めていきます。
夏季休業中に東京都教育委員会から「いじめ防止等の対策を推進する研究」の調査協力

校の依頼を受け、お引き受けしました。まずは様々な内容の周知に努めます。保護者、地
域の方にご協力いただくこともあると思います。よろしくお願いします。

ＴＡ（楽しく あいさつ）キャンペーン初日
ＴＡキャンペーン、夏休み前から代表委員会で話し合い、ポスター

やカードの準備を進めてきました。今週火曜、はりきってスタートし
ました。大変素晴らしいと思います。児童会からのあいさつのポイン
トは、①相手の目を見て ②自分から ③聞こえる声で の３つです。
各教室にポスターが貼られ、スタンプカードが配られています。昨日
のキャンペーン初日、正門も北門も少し活気が増しました。１０月に
は南中野中校区小中連携あいさつ強調週間があります。様々な機会を
とらえ、あいさつの輪が広がっていって欲しいと願っています。
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子供たちの活躍の場とその支え
今週から始まったＴＡ（たのしく あいさつ）キャンペーンのことについて触れてきま

したが、保育園や幼稚園に通う小さい兄弟もスタンプカードをもってあいさつをしてくれ
る姿がありました。保護者の方々もニコニコしながら見守ってくださいました。ありがと
うございます。
４年生が学校休業中に考えてきた「学校盛り上げマスコット」の学校代表の作品が５つ、
玄関に飾られています。この他に関係町会自治会の会長さんに選んでいただいた作品もあ
るので、どこかで紹介できる場があればと思っています。
また、夏休み自由研究作品展は今回は１カ所での実施を見送り、各教室・廊下に展示し

ています。見て回ると楽しいもの、工夫しているものがたくさんあります。その中で「ゆ
うちょアイデア貯金箱コンクール」に２４作品の応募がありました。大変多い数です。こ
のコンクールは作品を写真に収めて応募します。写真撮影には中野南台郵便局にご協力い
ただいています。局長さんが自ら撮影してくださっています。更に、期間を設けて南台郵
便局にも展示させていただくことになっています。このような郵便局との連携協力体制は
本校ならではのことで、大変ありがたいことです。展示を楽しみにしていてください。
例年実施される「社会を明るくする運動（社明運動）」の南中野地区のイベントは中止

になりましたが、作文コンクールは実施されました。担当の方が「今年はこのような状況
なので無理しないでください。」と労ってくださっていました。また、本校は人権の花運
動の協力校であり、３年生が面倒を見てくれています。加えて協力校として人権メッセー
ジの担当校にもなっています。
６年生が夏休み中の課題の一部で、「社明運動の作文」と「人権メッセージ」に取り組

み、たくさんの力作がありました。先日、「社明運動の作文」の区審査の結果があり、本
校６年生の作品が中野区の代表として東京都の審査に進むという連絡が入りました。また、
「人権メッセージ」にも２点作品をお願いできたらありがたいという連絡がありました。
音楽隊も朝練習に取り組んでいます。地域の方々からは、「感染状況を見ながらですが、

出演の場がつくれたらいいと思っています。その時は是非音楽隊お願いします。」と相談
を受けています。
子供たちの活動のよさを見つけていただいたり、活躍の場を考えていただけるような支

えに感謝します。
冒頭のＴＡキャンペーンの他に、児童会のボランティア委員会では、「医療従事者の方

にエールを！」という募金も含めての活動を９月下旬から実施するよう計画しています。

いじめ防止のベースは日常の人権教育・道徳教育
前回、「学校としてのいじめ防止対策」について触れました。本校ホームページの「南

台小学校学校いじめ防止基本方針」を是非ご覧下さい。アンケートのことや「いじめ対策
委員会」での組織的対応のこと等を記しました。今年度の「いじめ認知」したものについ
ては、教育委員会に報告、必要に応じてご家庭にも連絡をとり、解決していても解消する
まで見守りや確認を続けています。
対策を主に記しましたが、いじめ防止のベースになるのは、日常の人権教育、道徳教育

です。「いじめは決して許されないことであり、場合によっては犯罪である」ということ
を念頭に「人を大切にする」ということについて、学校でも家庭でも地域でも考えていけ
ればと思っています。
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校外学習の調整も知恵と工夫で…
先日、区教育委員会からの通知により、９月の土曜授業の公開を見送る旨のお手紙を配

布しました。同時に校外学習（社会科見学や生活科見学等）についても「様々な配慮のも
と実施する」という通知があり、実施日や見学地の調整を進めています。３年生以上は借
り上げバスを使います。１，２年生は公共交通機関が使えるか、それとも徒歩での見学地
となるかを検討、交渉をしています。

現在のところ社会科見学、生活科見学の日程は次の通りです。
１年→１０月２０日（火） ２年→１０月２７日（火） ３年→１０月１３日（火）
４年→１０月２９日（木） ５年→１１月 ５日（木） ６年→１２月２２日（火）

見学地の選定は大変苦労しています。見学の受け入れを停止している箇所が多く、例年
のように申し込んでいた見学地の中では難しい箇所がたくさんあります。受け入れ人数に
制限を設けている施設もあり、受け入れ時間や受け入れ人数に幅をもたせていただくこと
等の相談をしています。学年全体での見学ではなく、学級毎（バス毎）に午前午後に分か
れての見学も検討しています。
見学地の受け入れが難しい状況の中、遠くに見学に行くのではなく、別の方法を考えて

計画を進めている学習内容もあります。この南中野地域に営業所のある企業に支援を求め、
特別授業を計画している学年があります。同じく地域の関係諸機関に研修に出かけ、学習
に活用できるよう相談を進めている内容があります。給食納入業者に協力依頼し、食育と
関連付けた学習の計画を進めている学年もあります。
校外学習、そして更に体験学習の調整も知恵と工夫で進めていきます。

シルバー人材センターから取材を受けます
今年度、中野区シルバー人材センターは４０周年を迎えました。本校は、登校下校の見

守りでお世話になっています。多田神社前と南台図書館交差点を中心に、晴れの日も、雨
の日も、風の日も、雪の日も見守っていただいています。
今回、見守りの方へのあいさつを

とても気持ちよくできる子が本校に
はたくさんいること、そしてあいさ
つだけでなく、その後お話をする子
もいるということがシルバー人材セ
ンターの本部で取り上げられて依頼
を受け取材をお引き受けしました。
「おはようございます」の声に元

気づけられ、シルバーさんの声かけ
に「ありがとうございます」の返事
がとてもうれしいそうです。いくつ
かの学年に改めてメッセージのお願
いもしています。児童会のＴＡキャンペーン中でもあり、明日は土曜日で町会の安全見守
りの方々も立ってくださる日です。人とのかかわりのあたたかさやその大切さを考える機
会にもしていきたいです。

とうげこうは　もちろん

がっこうでも ちいきでも

たのしくあいさつしよう

おうえんしよう！

ＴＡキャンペーン
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土曜授業の様子
前号でもお伝えしたように、今月の土曜授業は学校公開としての実施は見送られていま

す。１年生の「あさがお」を学校に戻していただく日が、今日までになっていたので、雨
の中、持ってきてくださる１年生の保護者の方がたくさんいらっしゃいました。ありがと
うございます。きっと学校での様子、授業の様子もご覧になりたいだろうなあ、そしてお
見せしたいなあと思いながら見ていました。朝は、地域町会の方も見守っての登校で車の
通行は多少ありましたが、上手に登校しました。見守りの方から、「立ち止まって、『いつ
もありがとうございます。』という子がいて気持ちよかったです。」というお話をいただき
ました。４時間の授業の間、校内を見て回りながら、子供たちが一生懸命学習している様
子を見ました。３時間目の様子を写真に収めたので紹介します。

登校の様子 １－１：体力テスト １－２：学習の仕方のお話 １－３：国語の音読

２－１：算数複数で指導 ２－２：見守りの方へのお手紙 ２－３：テストと個人作業 ３－１：総合のまとめ

３－２：ＰＣ室で調べ学習 ３－３：国語グループ学習 ４－１：書写「友」 ４－２：書写「友」

５－１：総合のまとめ ５－２：社会水産業 ６－１：書写「湖」 ６－２：書写「湖」
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６年生と進める全校朝会
学校再開以来、朝の時間は学級で過ごすことを大切にしていました。９月からは週始め

に全校朝会をＧｏｏｇｌｅ Ｍｅｅｔを使って放送室と各教室をつないで実施していま
す。６年生のあいさつからはじまり、校長講話、週目標と続くのは今までと変わりありま
せん。しかし、６年生にはあいさつの後、そのまま残ってもらって校長講話にも登場して
もらっています。
今週の話の内容は、体力テストで５，６年生が１，２年生のお世話をやさしく務めてく

れたこと、５年生が環境学習で学んだことを４年生に伝える機会があり、異学年交流が進
んでいること、３年生が「人権の花運動」に取り組んでいて、なかなか大きくならない花
でもやさしくお世話を続けていること等でした。加えて「○○の秋」について話をしまし
た。２人の６年生にもインタビューしながら進めました。Aさんの「秋」は「読書の秋」
でした。本が大好きな彼はその理由もちゃんと答えてくれました。そして、「ミステリー」
が好きなことまで話してくれました。また、Bさんの「秋」は「食欲の秋」でした。近所
のスーパーに秋の食材が並んでいることを話してくれ、好きな食材とその料理まで答えて
くれました。
放送が終わって職員室の入ると職員室にいた先生方が、「よく答えていたね。」、「みんな

楽しかったと思うよ。」と口々に褒めてくれました。２人もうれしそうで、やってもらっ
てよかったなと思っています。（実は全校朝会の前にはとても緊張もしていたようでした。）
コロナ禍でまだ体育館、校庭での全校朝会のような集まりを控えています。反面、放送で
行いながらも少しずつ「６年生と進める」放送を生かした全校朝会になってきていること
をうれしく思っています。今後も工夫改善を進めていきます。

１０月２４日は第４回運動会～運動会情報
既にお手紙を配布しています。１０月２４日（土）の午前中に学年毎の入れ替え制で行

います。かけっこ、徒競走と団体競技を学年毎３０分で実施していきます。競技終了後、
ひとつ上の学年の競技を校庭で見る予定です。その他の学年は教室でオンラインで見る予
定です。係活動は６年生のみ内容を絞って実施します。ですので、開始時は１年と６年、
終了時は５年と６年が校庭にいます。また、全校の競技を生で見ることができないので、
前日２３日は児童のみで開会式とかけっこ、徒競走を実施します。得点も入れる予定です。
実施に当たり、ＰＴＡ運営委員の方々には、保護者の皆様の

入れ替え誘導を行っていただきます。本校は毎年、「思いやり
＆ゆずり合い」を大事にした運動会ですが、入れ替えについて
も思いやりとゆずり合いを大事に動いてくださればありがたい
です。コロナ禍ですが、子供たちにとってできる限りのことを
考えて実施してまいりますので、ご協力をお願いします。

図書の寄贈がありました
南台四丁目西町会の会合の際に、「歴史の本のシリーズがあるので…よかったら学校で

…」というお話を般林久美（はんりひさみ）さんからいただきました。「日本の１００人」
と「歴史ミステリー」という雑誌他です。先日、鹿野昭人町会長と共に届けてくださいま
した。早速、６年生の廊下で読めるようにしました。大事に活用していきます。
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校外学習の予定２
一度お伝えした校外学習（生活科見学、社会科見学等）の予定について再度お伝えしま

す。例年の見学地の受け入れがないところが多く困っていました。また、１回の受け入れ
人数にも制限があり、学年を分けての見学になるような計画でも進めなければならない状
況です。各学年苦心しながら交渉に当たっています。これまであまり取り上げなかった林
業に焦点を当てて、現地まで出かけて下見もしながら計画を進めています。また、区内に
ある数少ない農家の方と連絡をとり、見学の際に説明をお願いもしています。さらに、人
数制限に対応し、午前と午後で見学地を各学級毎にして対応していることもあります。１，
２年生は路線バス型の大型バスを借り上げで使うことができないか検討も重ねましたが、
雨天時にキャンセル料が発生することもあり、難しい状況です。
更に知恵を絞っていることもあります。例えば５年生は、今年は工場見学は難しいと判

断し、地域を生かし、学区域にある（株）ロッテと相談しながら、環境学習に関連した特
別授業を進めています。その前段階として、学習を通して学んだことを４年生に伝える機
会を設けました。本日、５年生は（株）ロッテとの学習を行いました。また、４年生は南
中野清掃事務所に出かけての学習が始まっています。これまで積み重ねてきた「地域ふれ
あい学習」や異学年交流の考え方を生かして進んでいると感じています。
現在のところ社会科見学、生活科見学等の日程は次の通りです。
１年→１０月２０日（火） 南台・南中野公園めぐり 旧新山小学校校舎
２年→南台・南中野地域めぐりを実施 バス、地下鉄営業所は検討、交渉中
３年→１０月１３日（火） 区内めぐり 中野区の農家 哲学堂公園他
４年→１０月２９日（木） 都内めぐり 浅草

１月２１日（木） プラネタリウム なかのＺＥＲＯ
２月 ９日（火） 英語体験学習 東京グローバルゲートウェイ

５年→１１月 ５日（木） 青梅市 林業 間伐林
６年→１２月２５日（金） 国会 ユニセフハウス（午前午後で入れ替え）

旧新山小学校校舎への移転準備
本校は本年度末に旧新山小学校校舎に移転します。その移転の準備が本格的に始まり、

教職員は旧新山小校舎に何度か訪問をしています。また、みなみの小学校の校舎移転に伴
い、学区域内の子供の動きが変わりました。これまでみなみの小学校のシルバー見守りの
方が立っていた場所が引き上げになりました。併せて、４月からの新たな通学路の設定も
あります。ＰＴＡ運営委員さんと相談しながら進めていきます。

南中野中校区保幼小中連携教育～小中合同あいさつ強化週間他
南中野中校区の小中学校による「あいさつ強化週間」を本日１０月５日（月）から一週

間実施します。朝の時間帯、南中野中の生徒会、生活委員会が小学校を訪問し、正門と北
門に立って本校の児童会と一緒になっての「あいさつ運動」です。１０月２日には本校６
年生が南中野中でのオープンキャンパスに参加し、５０分間の体験授業と１３の部活動紹
介をしてもらいました。また、南中野地区まつりの一環として、南中野区民活動センター
に小中学校、保育園幼稚園の作品展示が行われています。本校は６年生の作品を展示して
います。作品展示の機会をいただけることに感謝いたします。



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
中野区立南台小学校 令和 ２年１０月 ８日（木）

南台 校長室だより
令和２年度 Ｎｏ．４９
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

明日、通知表（あゆみ）をお渡しします
今年度、平成２９年告示の学習指導要領が全面実施となりました。今回の改訂では、知

・徳・体にわたる「生きる力」を子供に育むために、「確かな学力」「健やかな体」「豊か
な心」を総合的にとらえて構造化が為されています。学習する子供の視点に立ち、育成を
目指す資質・能力の要素が三つの柱で整理されたのです。その柱とは、以下のものです。
○知識及び技能→何を理解しているのか何ができるか
○思考力、判断力、表現力等→理解していること・できることをどう使うか
○学びに向かう力、人間性等→どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか
この資質・能力は、学校では全教育活動で育成していくものです。そして、そこには地

域、家庭との連携がより一層重要視されています。わたしは、この資質・能力は地域でも
家庭でも意識して、そして共に育成していくものだと思っています。
今回、この三つの柱に基づいて、全ての教

科等の目標及び内容も再整理されました。こ
のことに伴い改訂した通知表「あゆみ」を、
昨日の保護者会でお示ししました。特に大き
く変更したのが、観点別学習状況の評価の観
点です。次の３観点になります。
○知識・技能
○思考・判断・表現
○主体的に学習に取り組む態度
目指すべき資質・能力の中で、観点別評価（評定）になじまないものもあります。特に

「学びに向かう力、人間性」には「感性」や「思いやり」等もあります。そこで、通知表
では「主体的に学習の取り組む態度」という表現での評価（評定）になっています。感性
や思いやり等については一人一人のよい点や可能性、進歩の状況等を見取りながら、所見
欄で積極的に取り上げると共に日常的に児童に伝えるよう努めています。
そもそも通知表（あゆみ）を含む評価の機能は、

① 児童のよさと可能性を発見するためのもの
② 児童自身の自己変革を促すもの
③ ①②を明らかにするために指導が適切であったかを確かめるもの です。

通知表も「上がった」「下がった」ではなく、「どのような学びがあったか。」、「学びが
身に付いているか。」ということが大事です。そして、わたしたち教師は、この学習評価
を教え方、授業改善に生かさなければなりません。また、子供たちにとってはこの学習評
価を自分自身の学びの振り返りにつなげていくことに意味があります。
「何ができるようになったのか。」「何が身に付いたのか。」、そして「内面の育ちはどう

なのか。」というような視点をもって、行動面、所見欄、出欠等も含め通知表「あゆみ」
全体を見ていただければ幸いです。
明日は子供たちに担任から心を込めて通知表（あゆみ）を渡します。ご家庭では、まず

子供たちの頑張りを是非ほめてあげてください。そして、課題についても話し合っていた
だければと思います。このことも子供たちの「よさと可能性を伸ばすこと」、「自己変革を
促すこと」につながっていきます。
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速報：３年社会科見学
バスや電車を使った校外学習について様々に検討を重ねてきました。本日、３年生が区

内めぐりに出かけました。見学地は、①桃花小屋上から周囲を見渡す ②大和町の農家
③歴史民俗資料館 ④哲学堂公園（昼食地） ⑤宝仙寺です。この他、バスの車窓からの
景色や道路のアップダウン等も見学の内容です。クラス毎の見学で１組から３組が時間差
で見学を進めました。わたしは２組のバスの引率でしたので、その様子をお伝えします。
まず、出発の会です。初めてなのにとてもよい態度で、やる気を感じました。子供たち

が楽しみなことは「農家」のことが多く、どんな仕事か？ どんな作物か？という疑問を
発表してくれました。しおりのねらいともマッチしていました。
バス車内ではめあてを確認、バス車窓から町の様子を見学しました。環七通りや神田川

を通過しながら、台地が東西に延びていて坂が多い中野区は川も東西、鉄道も東西という
話があり、十貫坂を上りながら坂を感じていました。杉山公園を左手に見て、まず桃花小
に到着です。校長先生自ら対応してくださり、職員室を通って屋上に上がり、新宿のビル
群や中野北口のキリン本社や明治大学の風景を見ました。桃花小のご配慮に感謝です。

次に大和町の松本農園まで早稲田通りから歩いて向かいました。栽培者の松本さんから
畑全体を歩いて説明を受け、年間を通じて４０種類の野菜を育てていること、種まきをず
らすことで収穫もずらしていること、（１つの野菜で３回ぐらいずらすようです）前の年
のうまくいかなかったことを次の年に生かしていることなどを聞いてきました。
ケールと芽キャベツのかけあわせっでプチベールという栄養とうまみのある野菜を開発

したり、杉並中野の農家で地元に提供したりしていること等を教えていただきました。最
後にはたくさんの質問も出て、バス車内では野菜の種類や農業機械の話に華が咲いていま
した。給食に出せないかなあと思う中、歴史民俗資料館に向かいます。松本さんの野菜は
大和町の畑前と杉並区のファーマーズマーケットで売られているようです。

中野区に農家は１０軒ほどあるようです。是非中野の野菜を食べてみたいと思いました。



リニューアルした「れきみん」には初めて行く子がほとんどでした。常設の映像展示に
はタッチパネルやプロジェクションマッピングのようなものがあり、興味津々で見ている
子、昔の家の再現の場所で見ている人がいました。帰り際に庭園の横の大きな椎の木、大
きな漬物樽や木の水道管も見ました。もう少し時間があってもよかったかと思います。

哲学堂でのお弁当、久しぶりに外でみんなで食べるお弁当はとても楽しそうでした。蚊
が来襲し、困っている子もたくさんいました。哲学堂の中を散策し、集合写真を撮り、様
々な展示を見て最後に宝仙寺に向かいます。

中野通りを南下、西武新宿線を渡り旧新井小学校を見ると既に新校舎の準備が始まって
いて校舎はもうありませんでした。左に新井薬師、右に北野神社を見ながらさらに中野駅
に向かい、中野サンプラザ、中野区役所、JR中央線中野駅を過ぎ、朝通った道を逆に進
み青梅街道に入って宝仙寺に到着です。

見上げるような三重の塔、中野町役場跡の碑もあり、今の中野区役所がこの地にあった
ことが分かります。見学を全て終え、学校へ。バスの中では「疲れたあ」という声も「楽
しかったなあ」という声も聞かれます。
初めての貸し切りバスによる校外学習でした。コロナ禍での社会科見学、３年担任の先

生方の知恵と工夫のコース設定でした。貴重な体験ができたと思います。
２組中心の見学のレポートになってしまいましたが、１組、３組も順序や時間は異なり

ますが同じ見学コースです。学校に戻ると既に１組も３組も終わりの会を終えていて、様
子を聞くと学習場面での意欲がよかったようです。
３年生になって新しいクラスでの初めての校外学習、また貸切バスを使った初めての校

外学習でもありました。子供たちはこの初めてが重なる中で、なかなかよく学習していた
と思っています。もちろん課題もありますが、褒めることもたくさんありました。

※速報でＨＰにもアップしていくので、お子様と社会科見学の様子をお話するきっかけに
使っていただければ幸いです。
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終業式・始業式の言葉～後期一週間
後期開始から一週間、運動会まで一週間となりました。前期終業式、後期始業式は放送

室と各教室をつないでＧｏｏｇｌｅ Ｍｅｅｔで実施しました。児童代表の言葉は６年生
と３年生でした。この児童代表の言葉を聞きながら各々が自分のことを振り返ったり、考
えたりすることが大事です。６年生も３年生も立派でした。せっかくなので紹介します。
まず、６年生の前期終業式の言葉です。

６年生前期終業式の言葉

最高学年として前期を振り返って

私は前期で頑張ったことが２つあります。

一つ目は委員会活動についてです。私は５年生の時と同じボランティア委員会に入りました。委員

長決めで委員長になれませんでした。けれど、副委員長にはなれました。委員長にはなれなかったけ

れど、副委員長として委員長を支えることができたと思っています。今、ボランティア委員会では「医

療従事者にエールを！」という大きな活動を行っています。この活動は後期まで続く活動なので、５

年生や６年生のみんなと協力して後期もがんばりたいです。

二つ目はたてわり班活動についてです。私は今回リーダーとなってみんなをまとめました。ですが、

下学年が言うことを聞いてくれなくてだいぶ苦戦してしまいました。その時、担当の福谷先生が手を

貸してくれました。そのおかげでたてわりが無事終わりました。そこから私は、たてわり班活動は私

たちで進めるものなので、もっと６年生同士協力して取り組んでいかないといけないと感じました。

でも、今回の失敗があったことで次につながると思いました。次回のたてわり班活動ではリーダーに

はなれないけれど、サポートすることはできるので、そこをがんばりたいと思いました。

そして、まだ前期でやれなかったことを後期ではやりたいと思っています。後期には大きな行事が

たくさん残っているので、みんなと協力して全力でがんばりたいと思います。（６年１組 細田ひなた）

ぼくは６年生の前期でできるようになったことと後期にがんばりたいことがあります。

６年生の前期でできたことは全教科に楽しく取り組むことやできる範囲が増えたことです。ぼくは

７月にアメリカから２年半ぶりに帰国しました。日本に帰ってきて、また南台小学校の友達に会える

ことはものすごい楽しみでしたが、勉強には不安がありました。でも、授業が始まったらとても楽し

かったのでその不安が無くなっていました。特に社会科の歴史上の人物を調べ、何をしたのかを覚え

ることができたのがうれしかったです。

後期にもっとできるようになりたいことは漢字です。漢字は不得意としているので小学校で習う漢

字を卒業までに書けるようにしたいです。

最後にぼくはクラブ活動でクラブ長になりました。ぼくの入っている球技・ボールゲームクラブの

目標は「全員が楽しく安全に協力し、全力で活動するクラブ」です。後期は本格的に活動が始まるの

で後期にこれを実現させたいです。

We have different personalities ,we all thinking differenty but respecting each other and t

ogether let's make a great effort and memories until the end of final semester for this bui

lding,"Minamidai Elementary School"

私たちは、皆ちがった個性や考え方をもっています。が、お互いを思いやり、皆一緒になってこの

南台小学校校舎の最後の学期に大切な思い出と成果（努力）を残しましょう。

（６年２組 田中 駿）
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始業式・終業式の言葉２
昨日紹介した６年生の言葉に引き続いて、３年生の後期始業式の言葉です。立派です。

３年生後期始業式の言葉

後期からがんばりたいこと

前期では漢字が得意でいろいろな漢字が書けてうれしかったです。でも算数と道徳が苦手でした。

道徳は登場人物の気持ちを考えることがむずかしくて苦手で、算数はくり上がりのある筆算が苦手で

した。後期からは苦手なものが得意になれるように、算数はくり上がりの計算をたくさん練習します。

道徳は登場人物の気持ちが分かるように一生けんめい考えます。中野区のことをもっと知りたいので、

社会の授業もがんばりたいです。そして、友達と仲良くしたいです。（３年２組児童）

私は前期の勉強で苦手な科目がありました。特に算数のわり算の勉強が苦手で、わり算をかけ算の

式にもどすことがむずかしかったです。後期からはもっとたくさんのかけ算やわり算の問題をとくこ

とを得意になりたいと思います。

後期で楽しみなことの一つに明日行く社会科見学があります。３年生から新しく始まった社会科で

初めて学校の外に出て学習します。中野区ののう家さんがどんなものを育てているのかをインタビュ

ーしようと思います。他にもなぜのう家になろうと思ったのかをインタビューしようと思っています。

（３年２組児童）

「地域ふれあい学習」～南台の連携教育
南中野清掃事務所の見学（４年）・ロッテ協働授業（５年）

学区域の施設や企業のご厚意で、「地域ふれあい学習」を展開しています。コロナ禍で
すが、学級担任による知恵と工夫のある学習展開です。前期末に４年生と５年生で象徴的
な「地域ふれあい学習」がありました。
４年生は南中野清掃事務所で小型清掃車から大型清掃車へのゴミの移し替えを見学させ

ていただきました。たくさんの清掃車を身近で見られるような体験はなかなかありません。
ゴミを潰す仕組みや高圧洗浄の実演もありました。
５年生は、南台の（株）ロッテ事業所と連携し、環境学習について「コアラ」を取り上

げて学習しました。ロッテの商品開発部門の専門家の方と学級担任の先生によるＴＴ（テ
ィームティーチング）です。最後には感想や質問が止まらなくなるほどでした。
どちらも連携先との打ち合わせを大切に学習のねらいに迫るものであり、「南台の連携

教育」の一環です。ご協力頂いた連携先の施設、企業の皆様に感謝いたします。
＜４年生：清掃事務所見学＞ ＜５年生：ロッテ協働授業＞

本日の土曜授業で、５年生が社会科水産

業の学習で愛媛県愛南町、給食食材納入業

者との連携協力で「ぎょしょく授業」を実

施し、育てる漁業を学習しました。

週明け月曜日には愛媛県愛南町産の鯛を

使った鯛飯が本校の給食に登場します。
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愛媛県愛南町とオンラインでつながる
１７日の土曜授業、愛媛県愛南町役場と漁協、給食食材納入業者の関東給食会のご厚意

で、５年生の社会科の学習の発展として、愛南町ぎょしょく授業を実施しました。ここ数
年、続けて行ってきましたが、今年度はコロナ禍のため、オンラインで学校と現地をつな
いで質問等に答えていただくことにも挑戦しました。
２時間続きの学習でした。１時間目は「獲る漁業」（魚職）です。カツオの一本釣り漁

を取り上げて、魚の集め方や針の工夫、保存の仕方等を一本釣りの竿を見ながら学習しま
した。２時間目は「育てる漁業」（魚殖）です。今度は、鯛の養殖を取り上げます。愛媛
県は鯛の養殖が全国ではダントツの１位です。入り江や気候のことにも触れながら、養殖
をしやすい地形であることを学びます。エサの与え方や魚の選別、活魚車を使っての輸送
にも触れ、養殖の工夫を考えました。最後に、養殖の真鯛と天然の真鯛の違いを魚を見て、
魚に触れて（魚触）学習しました。ひれの大きさや歯の形、魚の色（魚色）等様々な違い
がありました。旬のある天然の鯛、年間通じて味が安定している養殖の鯛ということも知
りました。
そして、学習のまとめです。オンラインで愛南町とつながります。現地の海の様子や研

究所の中も見せてもらった後に直接質問に答えていただきました。○カツオの一本釣りの
竿の値段 ○愛南町で養殖している魚の種類 ○仕事のやりがい等が挙がりました。
事前の打ち合わせをしっかり行い、当日もＴＴの形で授業を進めました。愛南町ぎょし

ょく協働授業です。大変贅沢な学習になりました。

週明けの月曜日、給食のメニューは「鯛めし」です。土曜
日に学んだ愛媛県愛南町の真鯛を使った鯛めしです。５年生
の授業の終わりに予告があると「えーっ、すごーい」と歓声
も上がっていました。今日の給食献立には「愛媛県愛南産の
たいめし」と出ています。これは（魚食）です。どのクラス
も美味しくいただきました。（給食室での作り方は裏面に）
愛南町役場と漁協、関東給食会には２年生の図工でもご協

力いただく予定です。

第４回運動会に向けて～体育館から発信！
代表委員会からのスローガン、応援団長からのメッセージを体育館と各教室をつないで

全校朝会の際に体育館から発信しました。代表委員、応援団長共に大変立派な態度で、全
校に向けて元気のいい声が響きました。今年のスローガンは「最後の校庭での運動会で思
い出を残そう」です。これは、４つの候補の中から全児童による投票を行い決定しました。
現南台小校庭での運動会の実施は最後となります。この状況下でも運動会ができること

に喜びをもって、「感謝」でつないでいく運動会になればいいと願っています。





□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
中野区立南台小学校 令和 ２年１０月２０日（火）

南台 校長室だより
令和２年度 Ｎｏ．５４
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

速報：１年生活科見学
３年生に続く校外学習は１年生の生活科見学です。検討を重ね、地域を活用した学習を

進めることにしました。見学地は、①広町みらい公園 と ②旧新山小学校 です。夏か
ら秋へと変わる自然の様子の観察、公共施設の利用、道路の安全な歩き方、きまりやマナ
ーの大切さ…等が学習内容です。並んで外を歩いたり、集合整列したり、施設を利用した
りする学習を通して、めあて「きまりやマナーをまもって、あきをさがしにいこう！」に
迫っていきます。
通常通りの登校で、健康観察後、北門側に集合です。出発の会をして、広町みらい公園

を目指します。はじめに学級毎に記念撮影をして遊びます。近所の保育園の皆さんが遊び
に来ていて、保育園時代にお世話になった先生に会うことができた子もいました。たっぷ
りと遊び、秋さがしで見つけたものも公園の中でみんなで発表し合い、新しい発見もして
いました。公園の担当の方も見守ってくださいました。

「お腹がすいちゃった。」という声も聞こえる中、もう一度、南台小の正門に戻り、さ
さのは公園の前を通って旧新山小に向かいます。現地では主事さんが解錠して迎えてくれ
ました。予定を早め、お弁当タイムとなりました。上手にグループをつくり、間を開けて
シートをしきます。石けんで手を洗って「いただきます！」です。風で飛んでしまうビニ
ールを拾ったり、「おーい」と手を振りながらの楽しい一時でした。

お昼の後、旧新山小校舎を探検、２年生の教室予定の場所や図書室等の特別教室を見ま
した。児童机のない教室に驚いていました。途中、体育館で区子ども教育施策課の担当の
方に、４月からしっかり使えるように整備していることやキッズプラザも再開すること等
を教わり、質問にも答えてもらいました。実際に携わっている方のお話は子供たちの興味
関心を高め、内容には説得力がありました。感謝申し上げます。学校まで戻った後、教室
で見学のまとめです。たくさん歩いて疲れたと思います。ゆっくり休めるといいです。
※お子様と生活科見学の話をするきっかけに使ってください。昨日、ＨＰ不具合で掲載ができませんでした。
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最後の校庭での運動会で思い出を残そう
第４回運動会まで２日となりました。校庭では各学年の練習が続いています。コロナ禍

で例年通りの運動会は難しいところですが、「どのようなことができるか」、「どうしたら
できるか」を考え、ここまで進めてきました。
今年は特別時間割を組まずに、各学年学級の体育の時間で練習をしています。そのため、

他の授業も通常通り進んでいます。運動会前後に生活科見学や社会科見学が組まれている
のもそのためです。全校朝会での代表委員会のスローガン「最後の校庭での運動会で思い
出を残そう」と応援団長のメッセージはＶＴＲ化され、中央昇降口で繰り返し映像が流れ
るようになっています。紅白応援団長からは「コロナの中だからこそ、最後の校庭での特
別な運動会にしたい。」、「いつもとちがう運動会だけれども、いつもより楽しいと思える
運動会にしたい。」との思いが語られました。そして、２人から手拍子を中心にした応援
の仕方のお願いがありました。ご来校する機会があればご覧になってください。
２３日（金）は、児童のみで開会式と「かけっこ」、「短距離走」を実施します。（天候

が心配ですが…。）上学年特に６年生の走りを下学年が見て学ぶことをしていきたいため
です。そして、２４日の保護者参観日には、各学年３０分で１年生の代表の言葉、「かけ
っこ」、「短距離走」と団体競技、そして閉会式を行います。団体競技は４～６年生が全員
リレーです。１～３年生は各々の学習内容や発達を考えて、玉入れ、大玉ころがし、障害
物リレーとなっています。この日児童は自分の学年のひとつ上の学年の競技の参観をしま
す。６年生は１年生を支えるように１年生の児童代表の言葉を聞いた後、係活動に取り組
みます。他学年は教室でモニターでの参観をします。閉会式は５，６年生が校庭、１～４
年生は各教室で参加します。１日目と２日目で「かけっこ」、「短距離走」は２回走ること
になります。当然ですが、１日目も２日目も真剣に走り、得点に反映されます。

学年入れ替え、参観カード等のお願い
今回の運動会に当たり、１０月６日に配布しました「第４

回運動会のご案内」をお読み頂きご協力をお願いします。例
年とちがうことでは、学年の入れ替え制や参観カードの提出
等があります。ここ数年、立ち見での保護者の方の観覧は定
着してきています。また、ゴール付近の譲り合いも行われて
います。児童個々のレース、コースをお伝えしていますので、
声をかけ合って譲り合っていただければと思います。 ３年生：障害物リレーの練習

ＰＴＡ運営委員の方を中心に打ち合わせを重ね、当日は様々な面でご協力いただきます。
移動や観覧の際の思いやり＆譲り合いを大切にしていきましょう！
前号でもお伝えししたが、この状況下でも何とか運動会ができることに喜びをもって、

「感謝」でつなぐ運動会になったらと考えています。

入学式の写真撮影を予定しています～１１月１４日（土）
１年生の保護者会でお話しました入学式の写真撮影ですが、１１月１４日（土）の土曜

授業の日に予定しています。時程については検討中です。１年生の保護者の方に学習の様
子も見てもらいたいと思っています。詳しい計画が決まりましたら、改めてご連絡いたし
ますので、１１月１４日の予定を空けていただくことをお願いします。
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第４回運動会 今日も本番、明日も本番！
運動会初日が終わりました。１，２年生のかけっこは実施しましたが、残念ながら雨天

のため、その後は中止としました。かけっこの開会式では紅白応援団長による選手宣誓は
さわやかに、そして１年生の児童代表の言葉はしっかりと行うことができました。
開会式の様子はＶＴＲに収めています。どこかでお見せできたらと思っています。初日

の得点は＜赤組：２４７ 白組：２０６＞です。明日の２日目はこの得点からスタートし
ます。今日も本番、明日も本番です。
最後の運動会となる６年生は思いや願いを込めて、運動会の見どころを書いています。

紅白応援団長は様々な場面で思いや願いを話しています。紹介します。

６年生の思い・願い 運動会の見どころ
○１位になれなくても一生懸命最後まで走りきります！ 小学校最後、この校庭で最

後、いつもとちがう形でも工夫してがんばります。この状況での運動会、今年が最

初で最後になってほしいと思う。いい運動会になるよう努力します！

○全校をがんばって応援する姿や自分に勝つために全力で走る姿を見てください。バ

トンパスやみんなで協力して全力でやったり、もり上がったりしているところを見

てほしい。最後の運動会を全力でもり上げたいと思っています！！

○係活動の「応援団」で他学年を元気にさせる応援をしていきたいです。見ている人

を楽しませるのががんばりどころだ思いました。

○応援団：小学校最後の運動会で応援団も最後だけれど、最後だからこそ全力で応援します！ 全員リレー：私はチーム全員

で全力を出し、チームワークを生かして、本気で取り組みます。そして練習もたくさんしたので応援してください！

○いつもの応援はできないけれど、全校みんなが本気を出せるように応援します！

○リレーが見どころです。なぜなら、６年最後の運動会で勝ち星をあげるように燃えているからです。

応援団長：木曜係活動での言葉
○今年はこのような状況の運動会だけれども、応援団をやりたいといって集まったみんなの志は変わらない。やるべきことを

やっていきましょう。

○明日は雨かもしれない、でも土曜日は絶対大丈夫、わたしたちにとっても、この校庭にとっても最後の運動会をみんなでが

んばっていつもより楽しい運動会にしましょう。

初日は、その後３時間目から通常授業となりました。各学級とも落ち着いて学習しまし
た。わたしは６年生全体に多目的室で話をする機会をいただきました。お礼とお願い、励
ましのつもりで話をさせてもらいました。思いや願いが伝わってくるような立派な態度の
６年生、明日の運動会でもしっかりと学校全体の下支えをしながら、小学校最後の運動会、
この校庭最後の運動会を全力で競技して欲しいと願っています。

明日の天気予報は晴れですが、今日も含めてここ数日、天気予報は刻々と変わってきま
した。けれども、子供たちのがんばりを応援するような天気になって欲しいと思っていま
す。保護者の皆様の観覧も子供たちの後押しになります。当該学年の入れ替え制ではあり
ますが、どの学年の児童もがんばると思います。どうぞよろしくお願いします。

※お配りした第４回運動会のご案内やプログラムはＨＰにも掲載していますのでご活用ください。
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速報：４年生社会科見学～浅草
※お子様と社会科見学の話をする話題作りに使っていただければと思いＨＰに速報で掲載しました。

運動会明けの週ですが、通常の学習もしっかり進め、４年生は借り上げバスで都内に社
会科見学に出かけました。見学地は、①浅草 浅草寺 と ②パナソニックセンター東京
（リスーピア・RiSuPia） です。これに加えて ③車窓からの東京都の様子 も大切な
学習です。浅草は現地ガイドさんによる少人数でのグループ行動、パナソニックは８０人
までの人数制限の中で、フロアごとに人数を絞っての行動です。
４年生になって初めての学年での校外学習です。集合の８：１５には、トイレや探検ボ

ードの準備を済ませて、見事に時間通り集合点呼ができました。２台のバスで出発です。
途中、バス車窓から新宿、外苑、皇居、東京駅等を眺め、浅草に向かいます。気が付くと、
右手にスカイツリー、正面に雷門が見えて浅草です。バスを下車し、二天門を通って浅草
寺に到着、１０人のボランティアガイドさんたちが迎えてくださいました。

ガイドさんの案内で人がまばらで空いている浅草をグループで回ります。五重の塔の目
の前で塔を見上げながら説明を聞きます。仲見世通りをまっすぐ抜け、雷門の下で説明を
聞きます。約２時間のとても贅沢な見学でした。「とてもよく学習していましたよ。」、「に
こやかでいい子たちですね。」とガイドさんから伺いました。
浅草寺を後にして、昼食場所の隅田公園に向かってしばらく歩くと、晴れ渡った空に見

事な東京スカイツリーが見えてきました。隅田公園では、スカイツリーに加え、大きな隅
田川、大きな橋（吾妻橋・言問橋）を眺めながらのとても気分のいいお昼ごはんになりま
した。片付けでは、シートをしまうのに苦労している人を手伝ったり、トイレに行って留
守の子の荷物を集合場所まで持っていく子がいました。とてもやさしい４年生の姿だと思
います。置いておいたわたしの荷物も忘れ物と思ったのか、心配してくれました。そんな
ことを話しているうちに、にっこり笑って集合しました。

再度、バスに乗り込み、リスーピアに向かう途中、東京湾お台場を眺めながらレインボ
ーブリッジを渡りました。これも東京都の そして特色ある土地のひとつです。リスーピ
アでは理数教育に加え、SDGｓ、オリパラ等の体験コーナーで楽しく頭と体を働かせて
学習しました。帰路も車窓からは、国立競技場、東京体育館、都庁等を眺めながら帰校し
ました。学年での初めての校外学習、貴重な体験ができました。時間が守れたこともよい
ことです。学習の振り返りとまとめに入ります。新聞の形式のまとめの完成が楽しみです。
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運動会御礼～「感謝」でつなぐ運動会
１０月２３、２４日の運動会から一週間が過ぎました。２３日の児童のみの初日には開

会式は実施でき、１年生の児童代表の言葉や応援団長、そして互いの姿を子供たちがしっ
かり目に焼き付けることができたと思います。あいにくの雨で３年生以上の短距離走はで
きませんでしたが、校庭での開会式の実施は大変うれしいことでした。
２４日の２日目は、１年生の児童代表の言葉からスタートし、各学年の競技を１年生か

ら順に観覧いただきました。児童は自分たちの競技後、ひとつ上の学年の応援をして教室
で過ごします。１年生は６年生が応援です。そして６年生は係活動で半日仕事をして運動
会全体を支えました。５年生は６年生の係活動を見て来年の運動会に備えるというめあて
をもって運動会に臨みました。各学年の力走は観覧の通りです。また、団体競技は学年の
発達段階に沿ったもの、体育学習のなわとびを生かしたもの、そして学校だよりでも触れ
たように４年生以上は全員リレーでした。５、６年生が校庭にいる閉会式、６年生二人の
児童代表の言葉も今年の運動会ならではのものだと感じました。校歌は教室の1～４年生
は校庭に向かって歌いました。このことについて、校歌作詞者の前田たかひろ先生からは
運動会前日にメッセージをいただきました。気にかけてくださることに感謝です。

前田たかひろ先生からのメッセージ
いつもお知らせありがとうございます。コロナ禍の中での学校教育、本当に大変かとお察し致します。開催す

る側は様々な考え方のご家族もいらっしゃるかと思いますので、さぞやお気を遣われることかと思います。

いつも校歌を歌って頂けているお話をお聞かせ頂き嬉しい限りです。今回も運動会の閉会式での歌唱、素晴ら

しいアイディアですね。もちろん通常通り校庭に全校生徒が並んでの大合唱が理想なのでしょうけれども教室の

窓から顔を出した子供たちが校庭に向かって、空に向かって大きな声で歌う。その光景を思い浮かべるとなんだ

かワクワクして来ます。むしろなんだか壮大な光景になるのではないかとさえ思われます。

天気予報では今週末天気は大丈夫そうですね。子供たちの明るい笑顔と歌声に似合うような快晴になる事を祈

っております。校長先生を始め教職員の皆さんのご尽力、想像するだけでも本当に大変な事かと思います。

どうぞ皆様もお身体にお気をつけ頂き、子供たちの為に頑張って下さい！またお会い出来る日を楽しみにして

おります！ 前田 たかひろ

運動会の日、たくさんの保護者の方々が、各学年の担任に労いの言葉をかけてくださっ
たと聞いています。ご感想もありがとうございます。また、今月末に運動会を控えている
近隣小学校の校長先生が参考のためにと来校し、「先生方の動きがきびきびしていてとて
も気持ちがよかったです。また、子供たちの競技の姿からその熱意も伝わってきました。
たくさんの制限の中、児童の活躍の場を確保した様々に工夫された運動会、計画立案から
よく考えられたと思います。とても参考になりました。」と感想をいただきました。
運動会終了後、学級指導のない教職員で最後の片付けをしていると帰りがけの子供たち

が口々に「ありがとうございます。運動会ができてよかったです。」とお礼の言葉をかけ
ている姿がたくさんありました。今回の運動会は新たな行事の形を考える機会にもなりま
した。保護者の方々からの感想には、従来の形がよいという考えと、今回のような入れ替
えの方がしっかり見られてよいという考えとの両方があります。そして、最も多かったご
感想は、「運動会ができてよかった」ということでした。
コロナ禍の運動会、この校庭最後の運動会、感謝でつなぐ運動会です。たくさんの方々

のお陰で、運動会ができたことを幸せに思っています。ありがとうございました。
子供たちが運動会で身に付けた力を生かすのはこれからです。
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速報：５年生社会科見学～青梅
※昨日は帰校が遅れ、保護者の皆様にはお迎え等の対応をありがとうございました。１日遅れの速報です。

５年生は社会科見学の目的地に青梅を選びました。ここ数年、製鉄、自動車、製菓等の
工場見学を中心に行程を組んでいましたが、コロナ禍で見
学できる工場が少なく、今回は社会科「わたしたちの生活
と林業」の学習に関係する青梅の林業家の方々を訪ね、実
際の間伐林を見せていただくことにしました。本校は初め
て行く場所で、現地も青梅市以外の小学生７０名の受け入
れは初めてで、実地踏査に加え、きめ細やかに打ち合わせ
を重ねてきました。この見学地は昨年度までの学校評議員
の谷村春樹さんの紹介で、受け入れの中心は「身近な森林
の活用を考える会」の中島大輔さんです、当日は、更にた
くさんの会の方々に案内いただくことになりました。 ＜８月の実地踏査の様子＞

今年の５年生のいくつかの学習のスタイルは、単元の学習をしっかり終えてから、見学
やゲストをお招きしての体験的な学習を組む流れで進めています。学習中に出かけること
が効果的な場合もありますが、今年度は新たな工夫改善で単元を組み直すことが多く、そ
れに対応するには、この形で通常の学習をしっかり進むことを大切にしています。今回は
「森林にはどのような働きがあり、わたしたちの生活にどう関わりがあるのだろうか」と
いうような学習問題を立てての単元の学習のまとめをほぼ終えています。今週は現地の方
々の紹介も含めた社会科見学そのものの事前指導を行い当日を迎えました。

８：０５の登校時刻に全員が揃い、時間前に「行ってきますの会」が始まりました。担
任の先生からは「出かけることも、学習することもみんなとても楽しみにしています。」
と聞いていましたが、そのことが現れた朝になりました。立って並ぶ姿、あいさつ、話の
聴き方について「素晴らしい人がたくさんいますね。」、「更にみんなできるように意識を
高めていきましょう。」とお話があり、早目の出発となりました。バスの到着を迎えるよ
うな形になり、スムーズに出発できました。
これまでの学年と同じように学年全体で校外学習に出かけるのは今年度初めてのことで

す。バス２台で一路青梅目指し、晴れ渡った青空の下、富士山も見ながら、環七通り、甲
州街道、中央高速、圏央道を進みます。約２時間の長い行程なので、バスの中では、音楽
を聴いたり、クイズをして過ごします。富士山、味の素スタジアム、東京競馬場やビール
工場も眺めながら進みます。青梅インターを降り、青梅市成木の「成木の森活動拠点」に
到着すると１０名の「身近な森林の活用を考える会」の皆さんが迎えてくださいました。



お世話になる皆さんとの顔合わせの後、すぐに成木の森に向かいます。気持ちのいい空
気を吸いながら、里山にある集落を見下ろし、周囲の自然を感じながら、森の中に足を踏
み入れます。数人のまとまりごとに森林の説明（水源林としての役割、森の手入れについ
て、動物とのかかわり…等）を教えてもらいながら急勾配を上ります。間伐をして手入れ
が行き届いているある森とそうでない森の境目のところでは明らかに日光の当たり方や下
草の育ち方、木の生育状況が違います。教科書の写真以上にはっきりと分かるのは実際に
見ていることのよさです。木に触れ、自然に触れる中、間伐デモンストレーションの場所
に到着しました。まず、実際の間伐作業を見せていただきました。そして、実際の間伐体
験です。代表児童１０人がロープを曳いて各学級で木の伐採をしました。滑車を使って倒
す方向を調整したり、安全に作業するための知恵と工夫も学びました。木が倒れる際には、
拍手も湧き上がりました。この伐採した木（ヒノキ）を丸太切り体験に使います。
「お腹すいたなあ。」という声があちこちから聞こえる中、「成木の森活動拠点」に戻り、
昼食になりました。久しぶりにみんなで食べるお弁当はとても楽しそうでした。
午後の時間は、中島さんによる「森や林業について」のお話です。クイズを交えた興味

深い内容で進みます。実際に林業に携わってる方のお話はやはり重みがありました。５年
生のここまでの総合の環境、社会科の林業の学習に合致する内容です。最後には、「今あ
る家具がどこからやって来たか興味をもってください。もしかすると、身近な森からやっ
てきたのかもしれません。そこには、どんな生活があって、どんな人たちがかかわって、
生きているのか、関心を向けてもらえると、我々はうれしいです。」というメッセージを
いただきました。

この間も、他の方々は丸太切り体験の準備を進めてくださっています。８カ所でプロの
方についていただいて、弟子入りのように実際にのこぎりを使って、自分たちが伐採した
ヒノキの丸太切りをします。全員が切ったものを一枚ずつ手にして、木の匂いも感じてい
ました。贅沢な体験です。「校長先生、全校朝会で紹介したらどうですか？」という提案
があり、そこに５年生に出演してもらうような話にもなりました。切ったもので何を作る
かを話し合うと、コースター、ペン立て、だるま落とし、コマ、お風呂に入れる…等が上
がり、中島さんからコメントももらいました。自分で切ったヒノキがどうなるか楽しみで
す。更に、質問タイムです。「１日に何本ぐらい間伐するのですか？」、「働いている時間
は１日何時間ぐらいですか？」、「森林が減っていることをどう思っていますか？」等が挙
がり、丁寧に答えていただきました。これまでの学習が生きているとも感じました。

帰りには、おみやげにとプロの方が切ったヒノキの輪切りを８０枚、学校に４０ｃｍほ
どの木材をいただきました。学校にいただいたものはコーナーを設けて全校に紹介しよう
と思います。５年生に出演してもらう全校朝会がとても楽しみです。
今回の社会科見学では、たくさんのかかわりがありました。森を代表とする自然とのか

かわり…、林業という仕事とのかかわり…、そして現地の人とのかかわり…です。「どう
して、わたしたちを案内してくれたのだろう。なんかうれしいなあ。」とつぶやいている
子もいました。様々な方のおかげで、貴重な「本物の体験」ができたことに感謝しつつ、
学習のまとめも大変楽しみです。
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南台ハート週間（10月）から
～道徳授業地区公開講座（南台ハートの日）に代えて

本校では、道徳教育の重点的な推進のために、毎月の重点内容を決め、南台ハート週間
を設けています。（昨年度は、「南台ハートの日」でしたが、コロナ禍で同じ日に授業を集
中させることは難しく「週間」としています。）＜裏面：１０月の指導計画＞
１０月の重点内容は「C：よりよい学校生活、集団生活の充実」でした。これは学校生

活を集団の視点からよりよくしようとするものです。１０月最終週に、全学級でこの内容
を学習し、どの学級でも学校や学級のことを一人一人が考えました。毎月の学年だよりで
教材名までお知らせしていますが、若干の差し替えもあり、下記の教材で実施しました。
１年：みみちゃんの学校 ２年：三組だいすき
３年：しょうたの手紙・けやきの校しょう ４年：秋空にひびくファンファーレ
５年：かれてしまったヒマワリ ６年：せんぱいの心をうけついで
「南台ハート週間」で道徳の授業を取り上げていますが、この授業と同様に日常の学習、
生活、そして学校行事等の中にも「よりよい学校生活、集団生活の充実」に関する内容は
存在します。これが全教育活動における道徳教育です。どのようなことがあったか振り返
ると…。何を置いても第４回運動会です。６年生の係活動はもちろんのこと、学年競技の
話し合い、代表の言葉他、学校行事に向かう中でこのことは大きくかかわってきます。
最近ではTAキャンペーンに始まり、現在の４年生のあいさつ運動、５年生の全校への

廊下歩行の呼びかけも関係します。３年生は、総合的な学習の時間「未来につなげ南台小」
で学校そのもの、仮校舎、新校舎を取り上げた学習をしています。
全校朝会では、あいさつの後に毎週６年生に個々の考えを話してもらっています。Go

ogle Meetでオンラインで聞いている下学年が考えるきっかけにな
っているようです。学級での係当番活動、学年の仕事、委員会活動、
クラブ活動、たてわり班活動も大きく関係します。
＜この期間の道徳の学習から＞（今回は１，３，５年生）

うれしいな。ふわふわするな。はじめてうたったのにたのしいな。みんなのおかげでがん

ばれた。みんなとうたえてたのしいな。これからもがんばろう。がっこうってこんなにたの

しいんだ。ともだちいっぱいつくろう。がっこうってこんなにふわふわなんだ。（１年生）

たのしいな。がっこうはいろいろなことをするんだな。ほめられてうれしい。がんば ＜授業で校歌を歌う１年生＞

ったねっていわれてうれしい。せんせいだいすき。これからともだちいっぱいつくりたいな。（１年生）

新山小と多田小が合体していることが今日はじめて分かったのでこれからも南台小を大切に使っていけたらいいと思

います。南台小が工事しちゃうので、南台小をホントに大切にしたいです。(３年生)

私は委員会でビデオをとる時があるんだけれど、ビデオがいやだなと思う時がありました。全校が楽しめるようなこ

とを考えてそれを行う委員会なのに、自分のことばっかり考えていて高学年として恥ずかしいなと思ったことがあった

ので、最近、全校に目を向けて取り組んでいます。（５年生）

今まで私は委員会をやる時は学校のみんなのためにがんばってきました。でも、今日の学習でみんなも大切だけれど、

自分（の心の声）のためにもがんばっていかなければならないと思いました。（５年生）

毎月の重点に加えて、年間を通した本校の道徳教育の最重点は「B：感謝」です。学校
の生活、学習の様々な場面で、朝のおはようから帰りのさようならまで道徳教育のチャン
スは数限りなくあります。学校以外、地域やご家庭での児童とのかかわりの中にももちろ
んたくさんあります。全ての教育活動を通して、児童自身が心を育てていくことが道徳教
育だと考えています。そのためにも学校、家庭、地域の連携とかかわりは重要です。コロ
ナ禍で例年通りの道徳授業地区公開講座の実施は今は難しいため、紙面で紹介しました。
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「学習発表会」はじまりました！
中野区教育委員会のコロナ禍での学校公開及び学校行事の方針は、全児童が一カ所に集

まり、地域保護者の方々を招いての行事は避けるということがありました。
本校はこの中で、運動会は学年入れ替え制で実施することができました。たくさんの方

々のご理解とご協力に感謝しています。更に子供たちの活躍の機会、発表の機会を設けよ
うと学年で分散した形での学習発表を計画してきました。分散型での学習発表会です。
２８日、５年生が４年生に向けて音楽のリコーダー演奏、合唱、合奏の発表を行いまし

た。「学習発表会」のトップバッターです。４年生からの感想メッセージをもらい、５年
生はそれを聞いて、「とてもうれしかった。」、「はげみになった。」と語っていました。せ
っかくの機会で、更に力を出し切って欲しい、明日はひとつ突き抜けて欲しいという願い
も伝えました。４年生以外の学年はＶＴＲで参観することになっています。
その次の日、土曜授業の２８日は５年生の保護者に見ていただく機会です。昨日本番、

今日本番という設定です。あたたかい日に恵まれ、体育館にご来場いただき、密を避けな
がら学習発表会を行うことができました。５年生のひとつ突き抜けた声や表情、態度には
あと４ヶ月で最高学年６年生になる頼もしさも感じました。保護者の方からも子供たちに
直接その場でメッセージを伝えていただき感謝しています。ありがとうございました。
その後、保護者の皆様には、青梅の社会科見学ＶＴＲを観ていただきました。このＶＴ

Ｒは現地の方のご厚意によるものです。自然いっぱいの青梅で、学習のめあてをもって、
体験的な学習をしてきた様子を見ていただくことができたかと思います。

今後の土曜授業や学校公開、学習発表会
１１月１４日（土）に１年生の入学式に代わる記念撮影を行い、人数

を絞ってグループに分けての授業参観を行いました。笑顔で撮影ができ
てよかったです。１１月から１２月の土曜授業日には学習発表会があり、
様々な対応も考慮し、この学習発表会の参観を最優先していくことをお
伝えしていました。その中で感染症流行拡大を受け、区教育委員会から
は土曜授業の学校公開は実施を見送る通知がありました。学校行事は学年を絞って参観し
ていただくという対応のままです。本校ではこれまでの連絡内容のまま進めていきます。
＜各学年の学習発表会の予定＞
１２月１２日（土）１年、６年学習発表会 １２月１９日（土）３年、４年学習発表会
２年生の学習発表会は２月２０日（土）に予定しています。そこで、２年生は１２月１

９日（土）に校庭での各学級の体育の学習を見ていただく機会を設けることにしました。
（雨天等で校庭での体育ができない場合は取りやめになりますがご了解をお願いします。）
詳しい内容や時間等は各々の学年の学年だよりをご覧ください。
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南台の連携教育～保幼小中連携を中心に
本校は連携教育を特色の一つに掲げていますが、現在の状況の中

でもできることを進めています。「南台の連携教育」は保幼小中連
携を中心に、地域、保護者の皆様、関係諸機関等との連携、地域の
財産（人財や施設）の活用、地域を知ることの学習を進めています。
保幼小連携では、園長先生方のアイデアにより本校の玄関に「フ

ァミリー幼稚園保育園連携コーナー」ができました。直接的な交流
はなかなか難しいのですが、間接的にこのコーナーに各保育園の作
品を展示をすることで保育園の６園交流会が実現しています。一番
上の写真は、なかみなみコスモ保育園の１０月の展示「ハロウィン」
です。この作品を各園児が時々見に来ます。その際に状況を見なが
らですが、１年生の学習の様子をほんの少し見学する体験もできま
した。上から２番目の写真は弥生保育園の１０月の見学の様子です。
１年生も緊張しつつはりきって学習していました。
今後、施設設備を活用した年長児の小学校体験の無理のない形で

の実施を計画します。小中連携では、南中野中での小６のオープン
キャンパスでは授業体験でお世話になりました。実施できて本当に
よかったです。更に小学校での小中合同あいさつ強化週間は直接交
流、中学生による図書の紹介が届き、図書室前の廊下に掲示してい
ます。今月１６日には児童の様子を見てもらいながら、南中野中校
区の教職員の打ち合わせ会を実施します。また、みなみの小とは必
要な部分の歩調を揃えながら、幼稚園保育園との連携を深め、関係
の幼稚園保育園を「南中野ファミリー幼稚園保育園」と呼ばせてい
ただいています。南中野地域の保幼小連携と小中連携をつなげ、現
在の状況下ですが地域を舞台に保幼小中連携教育を進めます。

地域展示に発展～学校もりあげマスコット
学校に展示していた学校もりあげマスコットは地域町会長賞と

して、各町会長に１点選んで頂き、合計１１作品になりました。
学校を飛び出し、南中野区民活動センターに展示しています。
学校だけの展示ではたくさんの方にご覧頂くことができないの

で区民活動センターの方にご相談してご用意いただきました。感
謝申し上げます。人権メッセージ、人権の花運動の掲示が１０日
まで、中野駅ガード下夢ギャラリーに区の代表として展示中です
が、その期間の後、再度区民活動センターにも展示します。

その他、連携教育あれこれ
「南台の連携教育」の保幼小中連携教育を中心にお伝えしました。この他にも、ボラン

ティア委員会の「医療従事者の方にエールを！」での地域連携、安心安全の連携にかかわ
る取り組み、コロナ禍での「地域ふれあい学習」、図書・図工ボランティア、異学年交流
…等、様々な場面でできることを進めています。改めて少しずつお伝えしていきます。
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人権週間をきっかけに
「誰か」のことじゃない。感染症にかかったとき、僕を不安や苦しみから救ってくれ
たのはまわりの人のあたたかさでした。互いを恐れるのではなく、支え合う－。
いまこそ、大切なこと。 人権週間 ＜広報 東京都より＞

家族が感染者だから、何となく 病院関係の人だから、何となく あの地域の人だか
ら、何となく ネットで見たから、何となく 「何となく差別」していませんか？
気づいてください。傷ついている人がいることに。

＜東京都人権啓発センターポスターより＞

ＳＴＯＰ！コロナ差別 戦うべき本当の相手は人でなくウィルスです
＜東京都総務局人権部ＨＰより＞

昭和２３年１２月１０日、国連総会での「世界人権宣言」の採択を記念し、１２月１０
日が「人権デー」となりました。日本では毎年１２月４日～１０日が「人権週間」です。
今年は新型コロナウィルス感染症にかかわる差別偏見の問題も取り上げられています。
本校は本年度、区の協力校として人権メッセージを６年生、人権の花運動を３年生を中

心に取り組みました。メッセージや掲示物の作成に当たり、「かかわり合い」、「多様性」、
「思いやりの心」、「共に支える」、「存在自体がよさ」というキーワードが子供たちから出
てきました。この作品は区の代表として中野駅ガード下夢ギャラリーに「人権週間」の期
間、展示されています。自分の存在や尊厳が守られ、自由に幸せを追い求める権利が「人
権」です。この「人権」を自他共に守り大切にすることを考える期間です。
学校では同時に「いじめ」にかかわること、暴力や暴言にかかわること等も取り上げ、

学習する機会も設けていきます。ご家庭でも話題にしていただければありがたいです。

ボランティア委員会への地域の後押し
ボランティア委員会で取り組んだ「医療従事者の方にエールを！」

と題した医療に従事している方へのメッセージと募金ですが、まず、
ご家庭での協力、後押しに感謝いたします。
この度、中野区医師会、中野保健所、南部すこやか福祉センターに

メッセージをお渡しすることができました。医師会からは担当の方に
来校いただき、児童から感謝の言葉も伝えることができました。また、
南部すこやか福祉センター所長からご連絡いただき、「職員がとても喜
んでいるので、子供たちにそのことを伝えてください。」とお話いただきました。
募金は、２５３７５円程集まり、中野区赤十字奉仕団南中野分団を通じて日本赤十字社

にお渡しすることにしました。そこで、南中野分団長の大川さんにご来校いただき、これ
も児童からのメッセージを添えて直接渡すことができました。その後、大川さんがすぐに
中野区役所の担当に持ち込んでくださり、区役所からもお礼の連絡が来ました。顔と名前
の分かる関係での地域、関係諸機関の後押しを大変ありがたく思います。

※本校が中野警察署の推薦により交通安全優良学童に選ばれ、警視庁から感謝状をいただ
くことになりました。東京都で６校のみです。７日に地域の方と一緒に授与式を行います。
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警視庁交通安全感謝状も連携教育の賜
昨日の全校朝会で警視庁から交通安全にかかわる感謝状を

本校の代表委員会（児童会）がいただきました。東京都で６
校ということで大変ありがたいことです。受賞に当たっては
まず推薦してくださった中野警察署長をはじめ警察関係の皆
様に感謝申し上げます。
社会の中で安全にかかわる様々なこと（集団登校への乗用

車の突入や通学バス待ちの際の悲惨な事故等）が報道される
中、児童の登校時に数多く中野警察署管内の様々な方が来て
くださり、正門に共に立ってくださいました。不審者情報や
交通事故についても日常的に中野警察署のスクールサポータ
ーの方と連携がとれています。その証拠に昨日の朝、正門に
いたスクールサポーターの方を名前で呼んで、あいさつして
いる児童がいます。
この南台小学校の学区域は、３年前の開校時と比べると不

審者情報が激減しています。これは日常的に地域、保護者の
皆様に学校が守られていることの証だと思っています。正門
前のスクールゾーンですが、便利な抜け道で車の通行があり
ましたが、これもほとんどなくなりました。
ここまで保護者、地域、ＰＴＡの方々に様々な場面で安全

見守りをしていただいています。感謝状をいただくに当たっ
て、このお世話になっている皆様にもご来校いただきました
○シルバー人材センター →毎日、多田神社と南台図書館に
○ＰＴＡ →必要な箇所に旗をもって当番制で
○通学路安全運転呼びかけ隊 →土曜授業の登下校に
（土曜はスクールゾーンにならないので車が入ってきます。）

＜多田町会、八島自治会、ＰＴＡ＞
○南中野民生児童協議会 →新１年生入学後の下校付き添い
○青少年育成南中野地区委員会 →長期休業前の下校時に
○近隣７町会自治会 →臨時休業明け６月に学校再開時の分散登下校時に（毎日４回）

…安全とあいさつは結び付く…
このようにお世話になっている中で、学校再開時に立ち止まってお礼のあいさつを言う

児童や自ら安全に気をつける児童が増えてきました。代表委員会を中心とした児童会では
学年でのあいさつ運動に加えて、今年に入ってから「あいさつニコニコキャンペーン」を、
学校再開後の９月には「ＴＡ（たのしくあいさつ）キャンペーン」を行うと共に、廊下歩
行のことや自転車の乗り方、放課後の安全について考える取り組みも行われました。この
ようなことが、本校の代表委員会が感謝状をいただいた理由だと思います。
地域ぐるみの見守りの取り組みとあいさつ運動とが結び付き、互いに顔見知りになるこ

とのよさや見守られているよさを感じることにつながり、感謝の気持ちの中で安全への意
識が高まっていくのだと思います。今回の感謝状も”南台の連携教育の賜”と考えていま
す。自ら安全を守ろうとする意識を更に高めていきたいと考える感謝状でした。
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学習発表会：ＶＴＲ上映を計画します
１２日の１年生、６年生の学習発表会では前日の急な対応

になり大変お手数をおかけしました。Ｇｏｏｇｌｅ Ｍｅｅ
ｔの設定も難しく、土曜の朝の電話でのお問い合わせには十
分お答えすることができず申し訳ありませんでした。また、
来校もできず、見ることのできなかった方もいらっしゃっい
ました。また、画像は粗く、照明等の関係で見えなくなるこ
ともあり、十分な参観はできなかったと思います。録画した
ＶＴＲを活用し、保護者の方向けの上映を行い参観の機会を
設けます。感染症予防の点から１９日の３年生、４年生の学
習発表会、音楽隊の発表を見送ることもあり、日程調整は大
変難しい状況ですが、決まり次第お知らせします。
１年生の「くじらぐも」、６年生の「夢から醒めた夢」共に

日常の学習からつながる発表で、子供たちは生き生き活動し
ていました。入学して９か月の１年生の元気があふれている
姿、卒業まで残り３か月となった６年生の堂々とした姿、ど
ちらも充実感がありました。６年生は表でも裏でも（見える
ところでも見えないところでも）役割をしっかり果たしてい
ました。これは、普段の南台小学校を支えている姿と同じで
す。１年生も６年生もひとつ成長できた学習発表会でした。
１年生の発表を６年生が、６年生の発表を５年生が参観し

どちらも感想を伝えています。他学年から学び、刺激を受けている様子が分かります。こ
の他の学年は５年生の発表と同じようにＶＴＲを活用して参観します。解説を入れたり、
必要なところを繰り返し見たりできるＶＴＲのよさを生かした参観にしていきます。

今後、すぐに対応すること
（１）Ｇｏｏｇｌｅへのログイン確認期間を再度設け、ログインのご案内を行います。４

月に児童への一人一台パソコン配布を見据え日常的な活用を全学年で進めます。
（２）行事のＶＴＲ撮影を進めます。様々な機会をとらえ、上映会等を行って様子をお伝

えできるようにします。

かっぱまつり当日のスタンプラリーの取りやめについて
南台地域全体のイベントであるかっぱまつりは、例年と異なった形での実施を可能な限

り検討して下さっていましたが、中止が決定しました。当日は実施しませんが、実際には
各町会の方々や実行委員会の方はここまで計画の中で準備を進めてくださり、ほぼ９０％
は進んでいた状況です。子供たちもかっぱの絵を描いたり、ゲームのアイデアを出したり
とかかわってきました。現在、景品を南台小の児童に配布して下さるよう最後の準備が進
んでいます。中止になっても見えないところで準備してくださる方々に感謝申し上げます。
※景品はお菓子の詰め合わせです。各学級で担任から配り家に持ち帰ります。食物アレル
ギー対応のある児童は配布の仕方について個別の対応をする予定です。ご心配等ある場
合は、学校（副校長あて）にご連絡ください。
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南台ハート週間（11月・12月）
～道徳授業地区公開講座（南台ハートの日）に代えて

先月から、道徳教育の重点的な推進のための「南台ハート週間」についてお伝えしてい
ます。コロナ禍で例年通りの道徳授業地区公開講座の実施が難しいため、紙面での紹介で
す。全ての教育活動を通して、児童自身が心を育てていくことが道徳教育だと考えていま
す。もちろん、学校だけでなく、家庭、地域でのかかわりは極めて重要です。

１１月の重点「Ｄ：感動、畏敬の念」
この内容は、東京都の先生が道徳授業の際に難しさを感じている内容であるという調査

結果があります。美しいもの、きれいなものに感動したり、人の心の美しさに心打たれた
りする体験が少なくなっている、子供たち個々の体験に偏りが見られる状況の中で、わた
したちがより意識することが大切と思っています。１１月は下記の教材で実施しました。
１年：にじが出た ２年：ガラスの中のお月さま ３年：百羽のツル
４年：花さき山 ５年：一本松は語った ６年：夜空
この「感動、畏敬の念」を職員室でも話題にすると…、こんな場面が上がりました。

○美術館で一枚の絵に引き込まれて、ずっと見ている。
○思いやりに触れるようなお話を聞いて、心が揺さぶられる。
○東日本大震災の際の「最後の一本松」を思い出した。
○大相撲の横綱の引退会見をニュースで見て、ご苦労様と言いたくなった。
○雪の結晶を模様を見て、きれいだなあと思った。 ○初日の出を見ると心が落ち着く。
○友達との別れに涙が止まらなくなってしまった。 ○満点の星空に見とれる。

１２月の重点「Ｃ：公正公平、社会正義」
１２月は人権週間もありました。本校は中野区の協力校で、３年生が人権の花運動、６

年生が人権メッセージに取り組みました。中野駅ガード下の展示が学校の戻ってきたので、
早速玄関で見られるようにしました。これからも随時取り上げていきます。今月は下記の
教材で実施します。（研究授業等で時期を動かしている学級もあります。）
１年：ずるいな、ずるいな ２年：大すきなフルーツポンチ ３年：みさきさんのえがお
４年：となりの席 ５年：転校生がやってきた ６年：長野さんとぼく
日本赤十字社がコロナ禍の「３つの感染症」について触れています。（ＨＰで見ること

もできます）「①病気」、「②不安」、「③差別」の３つが負のスパイラルになるというので
す。「①病気」からつながる「②不安」そして、そこから生まれてくる「③差別」を防ぐ
には…、日本赤十字社では「確かな情報を知る」、「差別的な発言に同調しない」が上げら
れています。正しく理解できずにいる中から出てくる偏見から差別が生まれるということ
と符合します。
２１日に式町水晶（しきまちみずき）さんの３年連続の訪問演奏がありました。２学年

ずつ、感動的な演奏を聞く中、差別や偏見のお話もありました。このコンサートも子供た
ちの心の成長を願ってのことです。１１、１２月のハート週間の内容にも関連しています。
１月のハート週間は「Ｃ：伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度」です。年末年始

の行事や食事の中には関係することがたくさんあります。（除夜の鐘、年越し、おせち、
お年玉、お正月遊び…）是非、ご家庭でも話題にしてください。



３年生作成：人権の花運動
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式町水晶さん３回目の来訪と演奏
昨日の校長室だよりでも若干お伝えしましたが、ポップジャズバイオリニストの式町水

晶（しきまちみずき）さんに「本校のおなじみ」として３回目の来訪をお願いしました。
コロナ対応で、低、中、高学年と分けて３回の演奏です。無理なお願いでしたが、快くお
引き受けいただきました。全校朝会と各学級で紹介、その他の紹介はぜず、演奏にストレ
ートに入っていただくことができました。これも「本校のおなじみ」のなせる技です。
低、中、高学年とお話の内容や演奏も少し変えて進めてくださいました。子供たちに、

「ご自分の病気（力の抜き方のバランスが難しいこと、視野が狭く下半分が見えていない
こと）とバイオリン」、「コロナ禍でのつらさやさびしさがあるけれど、みんなで乗り越え
て欲しいこと」、「６年生の時にいじめにあって、それが原因で友達と距離が空いてしまっ
た。もう戻れないので残念に思っていること。」、「自分は音楽以外の全教科が苦手なんだ
けれど、各々に好きなこと、得意なことがあるからそれを大切にして欲しいこと。そして、
互いに認め合い助け合って欲しいこと。」等を語りかけてくれました。
子供たちは演奏に引き込まれ、最後には、「３回目なんだけれど、とても楽しくうきう

きして聴きました。」「わたしは初めてなんだけれど、素敵でした。」という感想に加え、「一
番楽しい時間はどんな時ですか？」「バイオリン演
奏で大切にしていることは何ですか？」という式町
さんの生き方に関する質問もありました。
式町さんのお話は、多様性を受け止め、関係性を

結んでいくという本校が大切にしようとしている内
容です。本来ならオリンピックパラリンピック教育
の一環として地域、保護者の方々と共に味わいたい
のですが、今年は我慢するしかありません。
式町さんの言うようにコロナが収まったら、今ま

でのように広く様々なところでまた色々なことがで
きるということを願っていこうと思いました。

１年、６年学習発表会の限定配信、上映会
既に該当学年に情報配信にステムでお知らせしています

が、保護者の皆様に直接ご覧いただけなかった１年と６年
の学習発表会を限定配信や上映会で見ていただくことを計
画しています。
音楽隊も含めたＹｏｕＴｕｂｅの限定配信は年末に実施

していきます。また、上映会は１月９日（土）に予定して
います。感染症流行状況によっては変更の可能性もありま
すがご理解ください。上映会では、個々の動きを追った映
像もお見せできると思います。
映像は現在、正面玄関に映し出され、休み時間には子供たちが見ています。

※明日で後期前半が終了し冬休みになります。安全で健康、充実した冬休みになりますよ
う冬休みの過ごし方をご家庭で話し合ってください。「自転車、歩行の安全」について
はどれだけ気を付けても、過ぎることはありません。約束事を確実に確認してください。
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速報：６年社会科見学～国会・ユニセフハウス
※できるだけ早く社会科見学のことをお伝えできるようＨＰ掲載でお届けします。

借り上げバスを使った校外学習の最後は６年生です。１２月２５日という最終日になり
ました。各見学地の抽選や人数制限により後期後半最終日になりました。見学の仕方も各
学級毎に動く変則での実施です。１組は（国会）→（憲政記念館）→（ユニセフハウス）、
２組は（ユニセフハウス）→（憲政記念館）→（国会）の順です。わたしは１組のバスに
同乗しているので、国会→ユニセフハウスとお伝えしますが、２組は逆の順番です。
青空の下、出発の会を行い下級生やたくさんの先生方に見送られながら出発しました。

コロナ禍で６年生は移動教室も連合運動会もできなくなってしまいました。その分、周囲
も６年生を気にかけていました。今年、バスを使ったたった一度の校外学習、学習をしな
がら思い出づくりもして欲しいと願っての出発です。車中ではクイズを中心としながらの
バスレク、車窓から官公署街を楽しみながら、（バスでは「左が皇居です。右が最高裁判
所です。」という案内も聞こえました。）国会に到着しました。

とても贅沢な貸切状態の国会見学
参議院見学は感染症予防のため、一列で約１ｍの距離での見学です。体験プログラムは

定員２００人の席に本校１学級単独の３０人で内閣委員会、本会議の体験です。議長、委
員長、大臣役等も各学級それぞれ１０人が体験しました。通常は他校と合同で５～６学級
で実施です。参議院見学も本校１学級だけの貸切状態で傍聴席に全員が座って全ての説明
を聴くことができました。最後の記念撮影も待つこともなくゆっくりみんなで写り、憲政
記念館での昼食も場所を心配することなく過ごすことができました。とても贅沢な見学に
です。２５日最終日ですが、予約がとれ見学ができて本当によかったです。

たくさんご配慮いただいたユニセフハウス
３０人程度に絞り、ボランティアガイドができない中、ｉｐａｄでの動画紹介、各コー

ナーへの消毒液等、配慮の中での見学です。「募金以外のことでできることはあります
か？」という質問に、「今は募金だけれど、そこから中学、高校…大人になる間にきっと
できることは見つかるから考えて欲しい。」と回答いただきました。ユニセフ協会のＨＰ
に「教えて！ ユニセフ 子どもと先生のひろば」があります。是非、ご覧下さい。
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新年のスタートを切りました！
冬休み明け、子供たちははりきって登校してきています。朝の時間は８：２０にはほぼ

全児童が登校し、教室に入る時間も大変早くなっています。オンライン全校朝会では、２
年生の児童代表の言葉は大変立派でした。この言葉を聞きながら各教室で自分のことを考
えていることが画面越しにも分かりました。（年末の代表の言葉と共に掲載します。）
教室の様子を見ると楽しいお正月遊び、冬休みの振り返り、新年の抱負、そして書き初

め…とどの学級でも子供たちの心持ちを考えた流れを大切に新年のスタートを切りまし
た。緊急事態宣言下ですが、元気に前向きな子供たちの姿をとても頼もしく思っています。

後期前半終了代表の言葉（１年生）
わたしは、きょうかしょをだすときやいれるときには、すばやいけれどきれいに入れるのをがんばっています。

人がしゃべっているときは、しずかにしたり、みんなにつたえるときには、大きなこえではっぴょうすることもがん

ばりました。さんすうのじかんのとき、けいさんがたいへんだったけど、さくらんぼでけいさんしたらできてすごくう

れしい気もちになりました。べんきょうは、たいへんなのやおもしろいのや、かんたんなのやいろいろありました。け

れど、くじけないでがんばっておともだちとやれてよかったです。

じをかくときやしょしゃのときも、がんばってできるだけていねいにかきました。それで、きれいにかくこつもわか

ってきました。じっくり、ちゃんとかたちやながさやかくばしょを見るのがこつです。

やすみじかんのときには、おもいっきりはしったり、しずかにおえかきをしたり、おりがみをしてあそんだり、ほか

にはあるいたりします。さむいけど、おともだちとあそんでいると、あったかい気もちになってきたり、たのしくなっ

て、じゅぎょうもがんばってできます。

そうじのときは、すみからすみまでそうじしました。つくえをはこぶときも、いすをはこぶときも、おもたいけどが

んばってはこびました。

わたしは、学校にくるときや、かえるとき、元気いっぱいでかえったり、きたりします。そうすると、学校にいって

よかったなあという気もちがもっとふえます。

ふゆやすみがおわっても、「学校、がんばろう。」という気もちで学校にいきたいです。

（１年２組児童）

後期後半開始代表の言葉（２年生）
ぼくが今までがんばってきたことは三つあります。一つ目は、あいさつです。どんな人にでも大きな声で言うと自分

もあい手も気もちよくかんじるからです。

二つ目はきゅう食です。きゅう食でにが手なメニューが出ても、きゅう食を作ってくれた人にかんしゃしてがんばっ

てたべています。

三つ目はしゅくだいで字をきれいに書くことです。いろいろな人に分かってほしいからです。

これからがんばりたいことは三つあります。一つ目は体育でやる大なわのれんぞくとびです。がんばりたい理由はれ

んぞくとびをとべたら、気もちよくかんじるからです。

二つ目はわすれ物をしないでじゅんびすることです。わすれ物をしないためにれんらく帳をかくにんして持って行き

ます。そうしたらじゅぎょうにしっかりとりくめると思います。

三つ目は勉強にしゅう中していけんをしっかり言うことです。理由はみんなに自分の考えを分かってほしいからです。

新がたコロナウィルスがはやってきて、なかなか人と会うことができなくても、元気よくあいさつをつづけようと思

います。 （２年３組児童）
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新１年生保護者会に当たって
本日は寒い中、新１年生保護者会（入学手続き書類の配布）にご来校いただき、誠にあ

りがとうございます。
本来なら、本日は体育館等を会場に様々な内容をご説明させていただき、本校の教育活

動並びに入学までの準備について考える時間をとることになっていました。しかし、新型
コロナウィルス感染症流行に伴う緊急事態宣言下でもあり、できるだけ皆さんが集まるこ
とを避ける方法で書類配布と回収、そして各種のご相談を受けることを中心に実施させて
いただきます。実施方法の変更への対応をありがとうございます。また、実施内容の変更
の連絡に当たり、近隣の関係幼稚園保育園（南中野ファミリー幼稚園保育園）には事情を
ご理解の上、お手紙の配布に多大なお力添えをいただきました。これも日頃の保幼小連携
の賜とありがたく思っています。

①入学準備に必要な書類は、本日配布させていただきます。本日提出が必要な書類に絞っ
てご記入、ご提出をお願いします。学用品コーナーには実際に使う物が置いてあります
ので、ご確認ください。近くに担当の教職員もいますので、ご質問もお受けします。声
をおかけください。

②通学路の確認もあります。４月から旧新山小校舎に移転をします。新しい通学路を地図
でご確認ください。在校生は２月～３月にかけて実際に登校の練習を行います。入学前
に新１年生と保護者の方で一緒に実際に歩いて確認することが必要だと思います。よろ
しくお願いします。

③相談コーナーでは学校生活全般、健康面、食物アレルギーについて、感染症予防、学校
生活全般、その他心配事等も相談できます。希望される方はご活用ください。

④昨年度の入学式は感染症対応のため、校庭での実施でした。当日までに変更等もありま
すので、本校のホームページを定期的に閲覧してくださるとありがたいです。また、入
学までの連絡は学校情報配信システムで実施します。確実な登録をお願いします。

⑤入学準備にかかわる説明内容を動画で配信します。この配信情報も情報配信システムで
お伝えします。

本校は連携教育を重点的に推進し、近隣幼稚園保育園と共に保幼小連携にも力を入れて
きました。本年度はコロナ禍で様々な交流活動を予定通り実施できずにいます。しかし、
幼稚園保育園の協力を得て、その時々に実施できることを進めてきました。これから卒園
に向けての大事な時期です。幼稚園保育園での思い出をたくさんつくってください。そし
て、新１年生の皆さんが入学を楽しみに、「わくわく感」をもって入学を迎えてくれたら
と思います。年長の皆さんが元気に南台小に通ってくることを応援しています。

＜写真は、今年度実施できた連携、交流、体験の一部です＞
【本校１年生の学習の様子の見学】 【本校玄関での保育園作品展示】 【本校での小学校教室体験】
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学習発表会通常実施～大変厳しい状況
新年の授業再開から２週間、どの学級も落ち着いて穏やかに学習に取り組んでいます。

新型コロナウィルス感染症流行に伴い、３，４年の学習発表会と１，６年生の学習発表会
映像上映 を取りやめにしています。土曜授業等の学校公開が実施できない状況での学習
発表会の通常実施は大変厳しいものがあります。
特に３，４年生は舞台での発表形式ではなく、総合的な学習の時間や各教科の学習の発

展としてのブース発表やブックトークを予定していました。学習の進度と共に進んでいく
ものなので、その時期に実施しないと学習そのものが滞ることになります。また、年度末
の校舎移転を控え、登校練習や校舎とのお別れ等の活動も予定されている中ですので、土
曜の設定も難しい状況です。子供たちの学習そのものは既に進んでいるので、新たな展開
を考えてはいますが、映像上映での発表であったり、学級担任からの報告であったりとい
う学習発表になる可能性もあります。また、１，６年生の映像上映の前に、まずは２～４
年生優先で考えています。子供たちの学習を第一に考えていきますので、ご理解いただき
ますようお願い申し上げます。
２年生は、予定通り２月２０日（土）に実施予定です。１月中に学習が本格化します。

学年ではなく学級ごとにして映像上映での発表の形も視野に入れて計画しています。

教室の様子をお見せします～録画禁止等のご協力をお願いします
ここまで、２～４年生は学習発表会そして校庭体育の授業参観が中止になり、学習の様

子をお見せすることができていません。行事のない２月６日（土）に全学年各教室の様子
を少しずつですが、Google Meetでご覧いただけるようにします。以下のことにご協
力ください。子供たちを守るためのものですのでご理解をお願いします。詳細は改めてお
知らせします。
①Google Meetには録画機能がありますが、録画はしないでください。
②スクリーンショットや画面そのものの撮影もしないでください。
③後部から定点で教室全体の様子を映しますので、映らない児童もいます。
④Google Meetでの配信について不都合がある場合は１月中に学級担任までご連絡
をお願いします。

⑤配信は各学級３０分程度です。（PCは児童指導用で、通常の授業に使っています）
⑥様々な状況により、取りやめる場合もあります。

登校練習を行います
校舎移転準備連絡委員会、PTA運営委員会、中野警察署、近隣７町会自治会の皆様に

ご相談しながら、旧新山校舎への移転後の通学路を設定しました。実際に歩いて下さった
り、実情を教えていただいたりと大変ありがたかったです。
２月２０日（土）に１回目の登校練習を実施します。詳しいお知らせは別途配布します。

地図上の確認に加えて事前にお家の方と歩いておくことをお勧めします。登校練習も１回
目は土曜に設定しましたので、必要に応じて付き添ってください。当日は、関係７町会自
治会、PTA運営委員会にご協力をお願いしています。
保護者の方もPTAの一員として積極的に参加していただき、ご自分のお子様はもちろ

んのこと、子供たち全体への見守りもお願いします。



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
中野区立南台小学校 令和 ３年 ２月 １日（月）

南台 校長室だより
令和２年度 Ｎｏ．７１
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

地域ふれあい学習～「延期」と「取りやめ」と「知恵と工夫」と
先週、１月２３日（土）は例年実施している「地域ふれあい学習の日」でした。しかし、

学校公開の取りやめで全学年一斉実施は難しく残念です。「地域ふれあい学習」とは…。
＜地域ふれあい学習＞
①地域や学校についての学習 ②地域に出かけて、地域にふれる学習
③地域の施設や企業での学習
④地域の方や専門家等の外部人材（人財）をゲストに招いての学習
⑤地域の学校や幼稚園、保育園、関係諸機関と連携した学習
⑥地域や保護者の方が共に参加する（ボランティア含）学習 等
ここまでコロナ禍であっても、様々な工夫を施しながら「地域ふれあい学習」を進めて

きました。社会科見学等の校外学習も同様です。ゲストの方々の状況も含めて延期、取り
やめにしたものもあります。オンラインで計画立案しているものもあります。感染症の状
況を見ながら、再度の準備を進めています。手前味噌ですが、できることを実施し、でき
なければ我慢し、その時、その時に新たな展開を練りながら状況を見て待っている本校の
教職員の知恵と工夫があってのことです。「地域ふれあい学習」の特質上、様々な方に見
ていただいてこそ、そのねらいも生きてくるのですが、今年は残念ですが仕方ありません。
このお便りでの紹介に留めます。これまで通り、２月以降も分散型で実施します。

１ しんやまの家の皆さんから「昔遊び」を教えてもらい、保育園幼稚園の年長さ
年 んとの交流を行っていましたが、今年は難しいです。昔遊びは教職員が得意分野
生 を生かしながら一緒にやっていくことで計画をしています。

２ 毎年、保護者の方の小学校時代の話を直接聞き、学習のきっかけにしてきまし
年 たが、今年は学習発表会の内容への変更を考えています。愛媛県愛南町「ぎょし
生 ょく（魚触）」授業での魚の絵は図工ボランティア活用の可能性を残しています。

３ 校内研究授業の「未来につなげ！南台小」で新校舎提案VTRを作成します。
年 中野区教育委員会の方もこの学習を見守っています。学習発表会とコラボする予
生 定でしたが、延期となりました。子供たちにとってよりより形で学習を進めます。

４ この南台の地域、そして中野区の伝統工芸師の方々を講師に手描き友禅体験の
年 予定でしたが見送らざるを得なくなり残念です。社会科の学習で島の学校との交
生 流やゲストの活用を進めます。また、地域の消防施設等の活用も検討中です。

５ 従来なら中野特別支援学校との交流がメイン学習ですが、今年は直接交流がで
年 きません。学校全体でどのようなつながりがもてるか相談中です。移動教室で行
生 けなかった軽井沢について調べ、PCでまとめています。発信方法を検討中です。

６ 校内研究で総合的な学習の時間のキャリア教育の新たな単元を開発、地域の方
年 々との交流を再度鋭意検討中です。地域の方との租税教室はオンラインで実施、
生 「どろかぶら」の語りによる講演等の「人生の先達に学ぶ」学習は実施予定です。
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「かっぱまつり」の「過程」で…
この南台地域の秋の最大イベントの地域行事に「かっぱまつり」があ

ります。防災にも関連させた南台地域の大切な地域行事です。今年は当
日の実施を見送ることになりました。準備は９０％以上進んでいました
が感染症の流行状況からみての判断ですから仕方ありません。
このかっぱまつりの準備は学校が再開された６月から進んでいました。

準備から当日、その後までを振り返ってみます。
学校では、「つながろう！南台」をテーマにコロナ禍でも地域との連

絡、連携を絶たないように「南台小学校関係７町会自治会学校連絡会」
として校舎移転に伴う対応と学校地域連携についての相談を継続してい
ました。このおかげで学校再開時の分散登校の際の地域町会の方々によ
る登下校見守りが実施できました。
この打ち合わせに途中からみなみ児童館の竹之内館長も参加し、かっ

ぱまつりの検討を続けてきました。実行委員会の立ち上げが進み、その
後、実行委員会での検討となり、テーマは「かっぱまつり２０２０～つ
ながろう！南台」となりました。
地域の皆さんが検討の際、常に心がけていらっしゃったのが、感染症

対策は万全に進めることを前提に、次のようなことでした。
①防災も兼ねたこの南台地域恒例のかっぱまつりを実施するにはどのよ
うなことが大切にしていくか考えよう。

②遠足や移動教室、音楽の演奏発表等の機会が全くなくなってしまった
子供たちのためにもどんなことができるのか考えよう。

③安易にできない、やらないではなく、何ができるか、どうしたらでき
るかをまず考えていこう。

④実施が難しく見送りとなれば、すぐに取りやめられるようにする。そ
のために取りやめのダメージがないような実施計画にしよう。
話し合いを重ね、準備をしてきましたが、当日の見送りが１０日前に

決まりました。その後すぐにお手紙での取りやめの通知があり、子供た
ちにはひとつずつ手作業で詰め合わせた景品を各教室で担任から渡しま
した。景品はアレルギー等個々にご配慮いただき感謝申し上げます。そ
の際に、各町会長さん方からのメッセージVTRも全員が見て自分の所
属防災会も再確認しました。（区民活動センターでも放映予定です。）
子供たちが描いた「かっぱの絵」は児童館の方が体育館入口に掲示し

てくださり、みんなで楽しみました。みんなでつくる予定の掲示は児童
館内で作成、来年度に生かすように保管されます。また、実行委員会よ
り学校に「つながろう！南台」の横断幕もいただき、代表委員会に渡し、
正門横に飾っています。これも旧新山小移転後も残りつながるものです。
当日の実施はできませんでしたが、ここまでの「過程」の中で、子供

たちは確実に地域の方々の思いを感じ、地域を身近に感じ、地域への愛
着を深めているのではないかと思います。今、代表委員会の子供たちが
お礼をどうしようか相談しています。
「かっぱまつり」の「過程」は子供たちの内面の成長に生きています。
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南台ハート週間２月は 本校重点「感謝」
～道徳授業地区公開講座（南台ハートの日）に代えて

本年度、「南台ハートの日（道徳授業地区公開講座）」→（全学級、道徳授業を地域保護
者の方向けに公開し、子供の心の在り方や心の育ちについての懇談を実施）は実施するこ
とが難しいので、ここまで毎月の「南台ハート週間」の様子をお伝えしてきました。本校
では、道徳教育の重点的な推進のために、毎月の重点内容を決め、南台ハート週間を設け
ています。道徳授業だけでなく、学校の生活、学習の様々な場面で、朝のおはようから帰
りのさようならまで道徳教育のチャンスが数限りなくあります。（学校以外、地域やご家
庭での児童とのかかわりの中にもたくさんあります。）その全ての教育活動を通して、児
童自身が心を育てていくことが道徳教育だと考えています。そのためにも学校、家庭、地
域の連携とかかわりは重要だと考え、お伝えしてきたところです。
１月の重点内容の「C：伝統と文化の尊重、国や郷土を愛する態度」でした。
１月２５日～２９日の間に下記の教材で道徳授業を下記の教材で実施しました。（若干

変更している学級もあります）
１年：みつけて みよう ２年：ながい ながい つうがくろ
３年：ぼくの おべんとう ４年：ふろしき
５年：親から子へ、そして孫へと ６年：白神山地
このことに関連できる教育活動も多岐に渡っています。給食関係の献立だけでも抜粋す

ると多彩で驚きます。８日の七草ライス、１２日の南台小お正月献立から始まって地産地
消にも関連付けた小正月おこわ、先週は学校給食週間で○○県の郷土料理（山形、山梨、
秋田、鹿児島）と並びました。広く見れば、和食の彩や箸の持ち方等にもつながります。
着物、行事…今年は２日が節分、そして立春も過ぎました。季節にまつわる日本やふるさ
と、郷土そして地域のよさがあります。考えていきたいことですね。

「ありがとうの花を咲かせよう」～様々な教育活動の関連から
２月の重点は「B：感謝」です。年間を通した本校の道徳教育の最重点「B：感謝」で

す。この学校の重点を受けて、学級でも重点的に取り上げている
様子もたくさん見られます。
「南台ハート週間」で道徳の授業を取り上げていますが、この授
業と同様に日常の学習、生活、そして学校行事等の中にも「感謝」
に関する内容は存在します。これが全教育活動における道徳教育
です。学校以外の日常生活の中にもあります。これは家庭、地域
での道徳教育です。
１月の歌は「ありがとうの花」でした。音楽朝会では音楽専科

準備のプレゼンテーションを使って教室で口パク、ハミング唱で
の朝会となりました。その中でも「○○にありがとう」という部
分を大事にした実施でした。その後、代表委員会のＴＡ（楽しく
あいさつ）キャンペーンの中で手話でのあいさつも取り上げられ、
「ありがとう」も手話で返してみました。（調べてみてください）
更に、各学年でのペイントを中心にした「校舎の思い出プロジ

ェクト」も子供たちの手で進んでいます。児童会のテーマは「ありがとうの花を咲かせよ
う！」です。子供たち自らが、学校の様々な行事、学習を関連付けいくことをたいへんう
れしく思っています。２月から３月にかけて、「感謝」でつなぐ年度末にしていきます。
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速報：４年生 TOKYO GLOBAL GATEWAY
※今年度、最後の借り上げバスでの校外学習です。貴重な体験でした。速報でお伝えします。

今年度最後の校外学習です。４年生が東京英語村（TOKYO GLOBAL GATEWAY）
に行ってきました。この校外学習は今年度からの中野区の
４年生一斉の事業です。４年生は貸し切りバスでの２回目
の校外学習となりました。担任の先生たちは前回の浅草の
時と同じように全て準備して時間通り集合をイメージして
いました。結果は…晴れ渡った青空の下、その通り時間に
集まって始まりの会がスタートです。集まり方も話の聞き
方も１０月とは大きな違いがあります。これはバスの中で
も同じでした。先生の話に落ち着いて耳を傾ける姿に頼も
しさも感じました。たくさんの先生方に見送られてバスは
出発しました。道路状況はとてもよく３０分で到着しました。＜TGG到着 クラスで記念撮影＞

看板を眺めながら入館の案内、そして記念撮影を済ませ、これからの英語体験にドキドキ
している中でエージェントの登場です。ネイティブの英語に触れながら９つのグループ毎
にチャンツやゲームでコミュニケーションを深め、エスカレーターを上って英語体験コー
ナーへ！南台小はホテルゾーン（TGG Hotel/Gateway Market/Get Well Clinic）と
エアポートゾーン（TGG Airlines/Airport Souvenir Shop/World Bistro）に分かれ
ての体験です。ネイティブとの英語の世界を体験するために、私たちも記録以外は中への
立ち入りはできません。だんだん笑顔で英語を話す子供たちを頼もしく思いました。

あっという間の１時間半の体験を終え、昼食場所にエージェントが送ってきてくれまし
た。少しほっとした様子で無言で昼食をとり、その後おしゃべりを楽しみました。子供た
ちは穏やかに助け合っている様子が見て取れます。あたたかい優しさを感じました。午後
はゾーンの入れ替えです。お迎えのエージェントに喜びながら学習をスタートさせました。
午後もたっぷり１時間半、ネイティブの英語に触れることができました。エアポートゾ

ーン、ホテルゾーンのそれぞれの内容は是非、子供たちから聞いてください。様子が分か
るように写真を掲載します。TGGのHPをお子様とご一緒に見ることもお勧めです。
帰りの集まりの際、「自分たちは英語に触れたんだ！！」という自信のある顔をしてい

る子供が大変多かったと思います。４年生にとって２回目のバスでの校外学習、前回から
の成長や４年生の優しさ、穏やかさを強く感じました。５年生、高学年まで２か月です。
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２回の登校練習を終えて
先週、２回目の登校練習を実施しました。１回目と同様、天候に恵まれ、お家の方と共

に登校する姿や上の学年の人を中心にまとまって登校する姿がありました。地域、保護者
の方々の見守りにお礼のあいさつをする姿も見られました。
現在、近隣７町会自治会長さんと、ＰＴＡ会長さんを通して土曜授業の日の「通学路安

全運転呼びかけ隊」を地域、保護者全体に広めるよう検討と募集の準備を進めています。
この活動は、スクールゾーンの設定のない土曜日は、平日と異なり自動車が通行するので、
その安全運転を呼びかける活動です。中野警察署管内では全小学校が何らかの形で登録し
ています。校舎移転を機により広い地域で見守りと安全運転の呼びかけを進められればと
考えています。ご理解ご協力をお願いします。
校舎移転により、登校にかかる時間が倍になっている子供たちもいますが、その中でも

通学路を覚えようとすることも感じ取れました。ＰＴＡ運営委員、地域町会の方々、移転
準備連絡委員会に相談し、中野警察署の指導を受け設定した通学路は「安全」を第一に考
えています。時間や兄弟関係、学童クラブ利用後の下校等、様々なご事情もあると思いま
す。 １回目の課題であった「白線の中を歩く」、「止まれで止まる」、「交差点での左右確
認」ということも意識されていたように思います。子供たちには「自分で見て、安全を確
認する」ということを重点的に指導しています。特に自動車の運転手さんとのアイコンタ
クト等は効果があります。「自動車をよく見て、道を譲ってくれたりした時にはお礼のあ
いさつをしましょう。」と４０年以上指導している長野県では交通事故が１／４程度なの
だそうです。自分で確認しようとすることが大事なのだと思います。
旧みなみの小（旧新山小）の校庭で担任の先生の指示を聞きながら距離をとりながら並

んでいる１～５年生の様子を見ながら、４月からはここに新１年生が加わって新たな校舎
での学校生活が始まるのだなと改めて感じました。

一人一台のPC（ｉＰａｄ）配布は４月
区教育委員会のGIGAスクール構想により、一人一台の自分持ちのPC（ｉＰａｄ）が

導入されます。配布は年度明け校舎移転後の４月を予定しています。また、児童に付与さ
れているＧｏｏｇｌｅアカウントも新たなものを配布します。
ここまで全員にＰＣ環境のない中でも導入に向けて環境整備、プレゼンテーションや動

画による教材作成等の教職員のスキルの向上、ログイン等の児童のスキルの向上を進めて
きました。
準備の中で最も懸念されることは、情報モラル、個人情報の保護に関することです。児

童が様々な場面で自由にPCを活用する際のルールを考えることがあります。オンライン
の中で、ファイルの共有や保存、画面の撮影や録画に対しての考えの整理も必要です。区
教育委員会からルールの目安が示される予定ですので、その中で本校のルールも設定して
いきます。
もうひとつは、効果の問題です。今年度は放課後に個別のケア、支援の時間をとれる設

定にしていますが、この時間を犯さないことや連絡等を電子に移行していった場合のコミ
ュニケーションの課題や情報増加に対する処理の課題もあります。
現在も全ての児童にＰＣ環境が整っている訳ではないので、紙ベースでの手紙配布と二

重になりますが、Ｇｏｏｇｌｅ ｃｌａｓｓｒｏｏｍに学校からの通知文を載せたり、学
年によっては課題を出したりしています。
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学級と授業づくりへの支援
先週土曜に今年度最終のＰＴＡ運営委員会が開催され、新旧運営委員の引継ぎも行われ

ました。わたしは本校のＰＴＡ活動を次のように思い、その活動に深く感謝申し上げます。

運営委員、クラス委員の方々、保護者の皆様の「学級と授業づくりへの支援」に感謝しています。本校のＰＴ

Ａ組織は区内で最もスリム化され、しかも効果的なものだと思っています。

よく見える活動では、入学式での説明や運動会の受付を始め、この運営委員会、手紙の配布等があるかと思い

ます。クラス委員の皆さんの仕事に茶話会等がありますが、本年度はコロナ禍で保護者会での茶話会も実施はで

きませんでした。しかし、保護者会の様子を学年から聞くと、大変なごやかに進み、例年とまではいきませんが、

担任はもちろん、何とか皆さんとのコミュニケーションも図れたのではないかと思っています。

わたしはそれ以上に本校には「見えない」（見えにくい）素晴らしい支援があると思っています。それは「教職

員が学年学級専科経営とよりよい授業づくりに邁進」できる環境ということです。冒頭の「学級と授業づくりへ

の支援」とはこのことです。

このことは、活動のスリム化とも関係があります。ＰＴＡ活動がスリム化されているので、教職員が直接大き

くかかわることはありません。このスリム化の中でも安心安全等の必要なことは十分に運営委員の方々と打ち合

わせができ、今回の新たな通学路についても共に現地を歩いて設定することができました。一方、授業での直接

的な手助けが必要な場合はお声をかけていく中でボランティアとして活動していただいています。現在、図工ボ

ランティアの皆さんのお陰で「校舎の思い出プロジェクト」が進んでいます。

そして、何より大きい見えにくい支援は、様々なことを決められないでいる時に待っていただき、時間をいた

だいていることです。コロナ禍の今年度、様々な行事が計画通りできませんでした。一例を挙げると運動会も延

期し実施方法をずっと検討していました。この間、ずっと待って時間をくださったお陰で運動会が実施できまし

た。人にあげて最も喜ばれるものは「時」とも言います。半年過ぎた今でも大変ありがたく思っています。

コロナ禍で苦労されたこともあったと思います。１年間のＰＴＡ活動、本当にありがとうございました。

教科学習のねらいに基づいたオンラインの活用
本年度、全校で集まることができないのでＧｏｏｇｌｅ Ｍｅｅｔを活用した朝会・集

会を進めました。画面を生かした文字や写真をよく使う朝会でした。学習でも様々な場面
で活用しましたが、その教科の学習のねらいに基づいたオンラインの活用も進みました。
いくつかご紹介します。これもコロナ禍での本年度「地域ふれあい学習」のひとつです。

１，２年 生活科「学校たんけん」
・１，２年各クラス同士を結んで交流する。

３年 総合「未来へつなげ！南台小」
・新校舎に移った美鳩小の校長先生に校舎のこと
を質問する。

４年 社会科「豊かな自然を守り生かす八丈島」
・八丈島の方と交流し、インタビューする。

５年 社会科「水産業のさかんな地域」
・育てる漁業について愛媛県愛南町漁協の方と交流し、質問する。

６年 社会科「わたしたちの生活と政治」
・地域の税理士さんによる租税教室を実施する。
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「ありがとうの花」が咲いている
「校舎が移転する最後の年なので実施してみてはどうですか。」と昨年度末にＰＴＡ運

営委員の方からご紹介していただいた「（株）ぺんてる」と「（株）キヤノン」の協賛によ
る「校舎の思い出プロジェクト」が進んでいます。春からの感染症の流行状況を見極めな
がら実施方法の検討と準備を進めてきました。実行委員を中心に６年生が「ありがとうの
花を咲かせよう」というテーマを考えました。まず、花にありがとうの願いを込めて「ア
ート編」としてペイントを進めてきました。
各学級ごとにペイントをしていますが、以下のようなこ

とがあって全児童による全校的な取り組みになっています。

① 校舎とのお別れという大きな節目の取り組みになっている。
② 児童による共通のテーマ「ありがとうの花を咲かせよう」が浸透している。
③ どの学級も他の学級のペイントを見て取り組み、自分のペイントに生かしている。
④ 図工ボランティアの支援により、児童の活動時間、活動内容が保証されている。

テーマ「ありがとうの花を咲かせよう」ですが、これは音楽で設定している１月の歌の
「ありがとうの花」を子供たちが生かして決めたものです。音楽朝会では合唱ができない
中、ハミングや口パクでも音楽を聴きながら歌詞の意味も考えてきました。「ありがとう
って伝えたい人を思い浮かべて歌詞を聴きましょう。」というような指導も生きているの
ではないかと思います。
何度か校長室だよりでも取り上げましたが、本校の道徳教育の重点は「感謝」です。２

月の重点として南台ハート週間では集中的に取り組みましたが、年間を通じての重点です。
今回の図工ボランティアの方々の支援にも子供たちから感謝の言葉が聞かれます。加えて
「子供が外でもあいさつしてくれます。」、「みんなの作品が上手くできてとても楽しい」
というボランティアの方の声もいただきました。このようなかかわり合いも重要なポイン
トだと思っています。「校舎の思い出プロジェクト」ですが、この校舎での様々な人との
思い出もしっかり思い起こせるとよいと思っています。
「アート編」でのペイントと共に、先週土曜日に「セレモ

ニー編」として、放送ですが、各学級で多田小時代からの校
舎の歴史と南台小４年間のできごとを映像や画像で振り返り
ました。最後に「ありがとうの花」を口ずさみました。
この校舎に通った人の数だけ、それぞれの思い出がありま

す。残り２週間、思い出多いこの校舎を大切に過ごします。
図工ボランティアの方々も「ありがとうの花」を描きました。→→→

校舎移転に伴う校舎見学会中止（延期）
地域、保護者、卒業生の皆さんを対象にした校舎見学会を残念ながら中止（延期）にし

ました。申し訳ありません。３月２５日の午後から引越し作業が始まります。そうなると
教室内物品、掲示物等も教室内のものは動いてしまいますので、現在の学校の状況が残っ
ているうちにと思い機会を設定しましたが断腸の思いで見送りました。
4月以降もしばらくの間は避難所にはそのまま指定され、校舎も残っていますので、見

学の機会を設けられればと思っています。
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転入の情報をお寄せ下さい
来年度の児童数と学級数（３月１８日現在）

学年 新１年 新２年 新３年 新４年 新５年 新６年 合計

児童数 ７８ ８５ ７８ ８０ ７２ ７２ ４６５

学級数 ３ ３ ２ ２ ２ ２ １４

新１年、新２年は３５人学級対応なので３学級編成です。新３年と新４年は３学級から
２学級への学級減です。今後、転出の予定がある方は必ず担任までご連絡ください。また、
その可能性のある場合も同様にお願いします。

それ以上に転入の情報があれば是非お寄せください。現在の児童数だと新４年があと１
名、新３年があと３名で３学級編成になります。４月７日までの年度が変わってからの転
入では学級数は変わりません。もし、お知り合いの方やご近所等の方で転入の情報があり
ましたら、即座に学校に連絡するようお伝えいただけるとありがたいです。学校では状況
を見ながら２学級と３学級、どちらの準備もしています。

「ボランティアマインド」と「地域に貢献できる力」

開校から３年、教育目標「地域に生きる南台の子」のもと、「地域コミュニティの核となる学校づくり」を進め

てきました。３年間の積み重ねの中で、ある程度安定した教育活動が進められるようになってきました。地域の

支え、保護者の方々の理解、そして教職員の常なる努力があったからだと考えています。様々な方々の本校への

心寄せを感じることも多く、たいへんありがたく思っています。このことは児童にも伝わっていて、地域も含め

た様々な場面で子供たちが積極的に参加、活躍するようになってきました。周囲の方々の支えの「ボランティア

マインド」が児童の「ボランティアマインド」につながっているのだと思います。…（中略）…先に触れました

が、「連携」と「ボランティアマインド」をキーワードに２０２０学校レガシー（地域・学校レガシー）を構築し、

移転後の教育活動に生かしていくことが求められていると考えます。

そして、子供たちには、将来「地域社会に貢献できる力」を身に付けていって欲しいと願っています。

上記の内容は昨年の２月、「南台 校長室だより」に
掲載した内容です。オリパラは延期となりましたが、
この１年間、様々な地域、保護者の方の支援を子供た
ちも感じ取り、校舎とのお別れも含め、このコロナ禍
でも自分たちも何かできないかということを考える場
面も数々見られました。これは、「つながろう！南台」
のテーマを地域でも共有していただいたことも大きか
ったと思います。きっと校舎とのお別れを通して地域
や学校を大切に思う心も自分で育てていると思います。
（右の写真は校舎の思い出プロジェクトセレモニー編
で南台小４年間を振り返っている場面です。） ＜（画面）平成２９年４月６日 開校宣言の日＞
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つながりを感じること…
今年度は「つながろう！南台」をテーマに掲げ、取り組んだ１年間でした。「学校、地

域、家庭の連携」、「児童相互、児童と教師のかかわり」、「様々な学習をつなげること」、「ボ
ランティアマインドの醸成」等をキーワードとして挙げました。オリパラを意識しての取
り組みも考えていましたが、感染症流行による学校休業もあり、とにかく会うことができ
なくても、つながっていると感じられることが大事だと考え取り組みました。
地域、保護者の方々の後押しもあり、表題の「つながりを感じること」が幾度もありま

した。ありがたいことも数多くありました。最近のことを少しご紹介します。
２回の登校練習ではたくさんの方々の見守りにお世話になりました。学校再開時の１日

４回の登下校見守りをはじめとして、この１年、様々な場面で安全にかかわる見守り活動
にお世話になりました。子供たちもそれを当たり前のことではなく、すごいこと、ありが
たいことなのだと感じているのではないかと思います。６年生が卒業の記念に地域の方々
に安全の旗とタスキを作ってお渡ししました。（色は南台カラーのネイビーブルーです）
地域の方と子供たちとのつながりを感じています。
校舎の思い出プロジェクトアート編でお手伝いいただいた「図工ボランティア」の方々

が、映像記録を作成してプレゼントしてくださいました。ＢＧＭはもちろん「ありがとう
の花を咲かせよう」です。図工専科を始め、職員室にいた教職員はこのプレゼントに大感
激でした。「がんばっているといいことがあるね。」としみじみ話しました。強いつながり
を感じます。いただいた映像記録を最後の給食の時に各学級で見る予定です。ありがとう
ございました。様々な教育活動を関連付け、つながりをもたせたこの「校舎の思い出プロ
ジェクト」が人と人とのつながりをも強めているのだと思っています。

こういった「つながり感」をもてることは今年度の大きな成果のひとつです。校舎移転
になりますが、これまでのつながり以上に、また新たなつながりが待っていると捉えてい
ます。何よりこの強い「つながり感」に支えられている学校であることを強く意識し「地
域コミュニティの核となる学校」を目指し、更に次年度のよりよい教育活動を進めていく
ことを心新たにしています。

＜６年生から地域の皆さんへ旗とタスキの贈呈＞ ＜図工ボランティアの皆さんからの映像記録＞
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第４回卒業式ご報告
～何事にも前向きに取り組む あこがれの６年生～

第４回卒業式を無事挙行し、この校舎から巣立つ最後の
卒業生が胸を張って卒業していきました。保護者の方は２
名まで、合唱、合奏、呼びかけを生で行うことができない
という制限下でした。５年生は前日に６年生との引き継ぎ
を行い、当日はオンラインで多目的室から参加しました。
式の様子を写真と式辞の抜粋でご報告します。

＜式辞抜粋＞ 皆さんは、この一年間、南台小学校の最高学年、「南台の

顔」として、実によく学校全体のことを考えて活動してきました。下の

学年のみんなはあこがれていました。６年生があこがれの存在であれば、

学校は大丈夫と言われます。、皆さんのどこがあこがれなのでしょう。わ

たしは、「何事にも前向きに取り組む」ことだと思っています。

感染症流行のため、日光移動教室が取りやめ、運動会も延期で学年ご

との競技、学芸会も学習発表会として分散しての実施でした。でも、そ

の中でできることを考えて取り組んでいる姿に前向きさを感じていまし

た。それだけに留まらず、ＴＡキャンペーンとしてあいさつ運動も考え、

ＴＡキャンペーン２＋まで発展しました。医療従事者の方にエールを送

ることも考え出しました。さらに校舎の思い出プロジェクトのテーマ「あ

りがとうの花をさかせよう！」も６年生が考え出したものです。昨日は

音楽隊の演奏もできました。

だから皆さんは「何事にも前向きに取り組むあこがれの６年生」です。

この逆境の中でのその姿は在校生だけでなく周囲の大人にも元気を与え

ました。わたしもその一人です。ありがとう。

皆さんと一緒に学習した星野富弘さんのようにただひたすらに努力す

る姿、前向きに取り組む姿はとても美しいものです。その時の心もちを

しっかり思い起こして、これからこそ、大切にしてください。これから

に役立ててください。皆さんならきっとできます。それはきっと皆さん

の人生を豊かにしてくれるものです。

本日、たくさんの方々にお祝いされて、卒業できる幸せを当たり前と

思わずに、ありがたいことだと思い、皆さんには誇りを持って歩んで行

ってほしいと思います。

卒業、本当におめでとうございます。この校舎から巣立つ最後の卒業

生の皆さんの限りない幸せを心からお祝いし、私の式辞といたします。

式後、満開の桜が見守る中、校庭で５年生の司会で卒業
生の門出を送りました。この校舎での最後の卒業式、様々な方のご理解、ご協力があって
挙行できたと思っています。そして２５日、最高学年になった５年生が体育館、１～４年
生は各教室、オンラインでつないで修了式を行いました。その後、各教室で代表児童に修
了証を渡しました。コロナ禍で様々な制限のある中、子供たちは大変がんばりました。
「つながろう！南台」のテーマで取り組んだ１年間、皆様に深く感謝申し上げます。


