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「頑張れ！」より「頑張っているね！」
２８日（日 ）の運動 会には早朝より多 くの
保護者や地 域の皆 様 がたにご来校いた
だき，ありがとうございました。おかげさまで，
無事に終えることができました。また，当日
はＰＴＡの皆 様のお手 伝いをはじめ，後片
付けまで御協 力を頂きました。卒業 生にも
手伝ってもらいました。本当に有難 いこと
です。南 台小の子 供 たちばかりでなく，そ
れを取り巻 く皆様 の素 晴らしさを改めて実
感 したところです。
当 日 は子供たちの一 生懸命な競技や
演技に，思わず「頑張 れ。」と声をかけてし
まいました。声 援にはよく「頑張 れ。」という
言葉が使 われますが，良く考えてみれば
「頑張れ。」と声をかけた子供たちは決し
て頑張っていなかった訳ではありません。
実 は「頑張 れ。」の言 葉 の裏 には，相手の
一生懸命 さに共 感し，賞賛するという意 味
が込められています。
しかし，普 段の生活 の中で，子供たち
に対してついつい使ってしまう「頑 張れ。」
にはなかなか悩ましい問題を含んでいま
す。なぜなら，
「もっと頑張らなくちゃだめじゃないの。」
「こんなことじゃだめね。しっかり頑張ってよ
ね。」
と，ときには否 定的な声かけに繋がってし
まうことがあるからです。
子供たちは，大人から何かができるよう
になることをいつも期 待されています。そし
て，それに応えたいとその子なりにいつだ
って頑張っています。
だから「足りない思 い」や「できない思
い」を常にきっとどこかに抱えています。と
きには自分を責 めたり，どうしていいのか
不安になったりしています。そこで私たち
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大人の出番 です。頑 張っていること，ある
いはできるようにならなくて苦しんでいるこ
となど，これらを理解してくれる大 人の存
在を子供たちが身 近 に感じることができれ
ば，決して自分を見失 うことなく，安心して
生活できることでしょう。
「ここまで頑 張ったね。」
「やればできるじゃない。素晴らしいね。」
子供たちには，自分の存在感が認 めら
れ，生 活している喜 びを感じられる場所 ，
ときには子 供の弱音 に耳を傾けてくれ，愚
痴などを聞 いてくれる場所が必要 です。そ
れが家庭 であり，そして，学 校がその場 所
の一つでなければならないことは言うまで
もありません。
子供たちにとって，毎 日が楽しく，「頑
張っているね。」といつも声をかけてもらえ
るような「かよって良かった南台小 」を目指
して，努 めてまいります。
来月１７日土曜日 は学 校公開です。こ
こでも子供たちの学習 で頑張っている姿
をご覧いただき，ご家 庭に戻りましたら是
非お声をかけてくださいましたら幸いで
す。

１０月 ２８日 （日 ） 運 動 会

日光移動教室

６年担任

星 昭伍

歴史と自然の宝庫の日光で，多くの感動がありました。
江戸時代から残っている事実や修復されて煌びやかな陽明門など，
感心した東照宮。清々しさを肌で感じたクルージングや班別のハイキ
ング。暗闇の中をお互いの手を握り締めて歩いたナイトハイク。友達
と思いっきり盛り上げ，楽しんだキャンプファイヤー。自然の作り出
す雄大さを感じた湯滝や華厳の滝，戦場ヶ原。どの体験においても，
普段味わうことができない経験をすることができました。キャンプフ
ァイヤー係の児童と一足早く準備に向かう道では，わずか数メートル
の距離に野生のカモシカを発見。通り過ぎるときに飛びかかって来な
いかドキドキしながらも，静かに歩きました。
また，子ども達からは，
「帰ってから，硫黄の匂いを感じて，温泉の
効果があると思った。」「みんなで生活するときは，相手を思いやるこ
とが大切だと思った。
」
「友達の手助けをしたり，盛り上げたりしたら，
もっと楽しくみんなと関わることができた。」「もう一度，みんなで宿
泊したい。
」と多くの収穫がありました。
たった３日間の日光移動教室
ではありましたが，帰校時の子ど
も達の表情は，出発時に比べ，引
き 締 ま った よ うに 感じま し た 。
「自分のレベルアップのため」は
もちろん，
「友達のため」
，また「６
年生同士の絆を深めるため」にも
大変有意義な日々となりました。
６年生は，運動会を終えましたが，今後も，音楽会，そして卒業式と，大きな行事がいくつも控えてい
ます。この３日間で育んだことを力にして，残りの半年でもさらに活躍していくことを願っています。

校外学習（理科見学）

3 年担任

郷田 剛

１０月２日，理科の「昆虫を調べよう」の発展学習として，多摩動物公園内にある昆虫園に行ってきま
した。まず，講師の先生から，ナナフシ・カマキリ・コオロギ・オオゴキブリ・ゲンゴロウ・チョウの６
種類の昆虫の特性や上手な触り方を教えていただいた後，実際に自分の手や体に昆虫を乗せる体験をしま
した。チョウは直接触れることができないので，蜜を吸わせる体験をしました。初めは恐る恐る手を出し
ていた子供達も，時間の経過とともに昆虫と仲良しになり，触ることに対する抵抗が少なくなっていきま
した。他にも，たくさんのチョウがい
る生態園や昆虫館内の見学もしまし
た。午後は，自分の好きな昆虫を選ん
で，体のつくりや特徴をじっくり観察
しながらカードにスケッチをしまし
た。貴重な体験がぎっしりつまった楽
しい校外学習になりました。

中央公園たんけんたい

２年担任

川手 恵子

１０月１９日に生活科の学習で中央公園の探検に行きました。グループごとに分かれて，中央公園にい
る人や児童館の方にいろいろなインタビューをしたり，秋探しをしたりと，楽しく学習しました。
「児童館では，どんなことをしていますか？」
「どうして児童館で働こうと思ったんですか？」とインタ
ビューをして，児童館についての理解を深めました。また，中央公園で警備をしている方に，
「中央公園に
はどんな生き物がいますか？」など，熱心にメモをとりながらインタビューをし，公園の魅力について調
べました。
１１月には北山公園に行く予定です。
北山公園の秋の様子について調べ，グル
ープで協力して学習を深めることがで
きたらと思います。
子供たちの安全管理のため，引率のお
手伝いをしてくださった保護者の皆様，
ご協力ありがとうございました。

ごみ出前授業・秋水園見学

4 年担任 酒井 里菜

４年生は２学期に入ってから，社会科でごみの始末と再利用について学習しています。９月２５日（火）
の５・６時間目に，東村山市のごみ減量推進課の方々が，出前授業をしてくださいました。ごみの分別に
ついてお話を聞いたあと，本物のごみ収集車とごみのサンプルを使って，ごみ投入体験をしました。ごみ
収集車の動きや仕組みを見て，子供たちは驚きの声を上げていました。
そして１０月９日（火）には，東村山市内のごみ中間処理施設である秋水園へ見学に行きました。ごみ
を燃やしている焼却炉や，色分けされたビン，１０００～１５００個のカンが押し潰された塊など，日頃
自分たちが出しているごみがどのよ
うに処理されているのか，また，ど
れだけの時間や手間がかかっている
のか，実際に目で見て学ぶことがで
きました。今後は総合の学習を通し
て，物を大切に使いごみを減らして
いくことの大切さを伝えていきま
す。

個人面談を行います
１２月４日（火）より以下の日程で，個人面談が始まります。（１－２は既に実施済みです。）
今年度から冬の個人面談は希望される方のみ行うことになりました。
各学級から，希望調査のお便りが出ますので，回答していただき，各担任までご提出ください。
１２月４日（火）６日（木）１２日（水）１３日（木）

運動会，ご協力ありがとうございました
当日，８４９名もの来場者数がありました。ご来場ありがとうございました。朝７時の開門時，整列でのご
入場，ご協力ありがとうございました。お気付きの点がありましたら，アンケートにご記入の上，ご提出くだ
さい。来年度の運動会に生かしたいと思います。よろしくお願いします。
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「ＳＣ」はスクールカウンセラーの宮本先生の来校
日です。
（9 時から 16 時 00 分）
面談を希望される方は副校長までご連絡ください。
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個人面談１－２
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個人面談１－２
２年北山公園見学
委員会
（後期始）
3 年サミット見学

文化の日
全生園まつり
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就学時健診
4 時間授業
掃除なし
給食集金日
ＳＣ

委員会紹介集会
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学校公開

全校朝会

上学年
読み聞かせ

ぎんなんタイム

（1～3 校時）

ＳＣ

クラブ

５・６年
セーフティー教室
（3 校時）
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青少対子
供まつり
明法杯

全校朝会
SC
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２０

２１

２-１研究授業(5 校時)

２-１以外 4 時時間授業
掃除なし
２７

全校朝会

ぎんなんタイム

２８
中学校入学
説明会

５時間掃除なし
学校保健委員会

ふふふあいさつデー

２２

２３

4 時間授業
給食なし
ＳC

勤労感謝の日
明法杯（決勝）

２９

３０

ＳＣ
ALT
掃除なし

２４

音楽会
掃除なし

１０月がんばったで賞
全校朝会等で表彰した紹介です。
★交通安全標語 最優秀賞 4 年女子『スマホより自分のいのち大切に』
5 年男子『事故防止スマホ見ないで右左』
★読売防犯川柳コンテスト佳作入選者 5 年男子『悪い人ひとりぼっちになると出る』
★空手道 武蔵村山市総合体育大会 9/２４ ５年男子 型の部 準優勝
★空手道 東大和市民体育大会 10/8 5 年男子 型の部優勝 組手の部 3 位 団体組手優勝
★わんぱく大会 サッカー ３位

3 年男子 2 名

★サッカー ９/１６ わんぱくサッカー大会 3 位 東村山市民体育大会
★サッカー 10/６ ブラックサンダーカップ 14 ブロック

3 年生大会

富士見ＳS チーム
富士見ＳＳチーム４位

★第 6 回 14 ブロック 3 年生大会ブラックサンダーカップ 10/6 ＦＣ小平ウエスト・スター３位
優秀選手 3 年男子
★ＳS カップ交流戦 10/8 南台ミニバスケットボールクラブ

第３位

★東村山スキルアップ大会

第３位

南台ミニバスケットボールクラブ

