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平成３１年２月２８日
東村山市立南台小学校

年 度 末 に あ た り
早いもので，あと１ヶ月で平成３０年度が
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新たな一歩を進めていきます。本当にありが

終わります。３月２２日には修了式，そして

とうございました。

２５日は卒業式と，どちらも「平成最後」と
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なる訳です。

昨年１２月，６年生は日本体育大学桜華中

この「平成最後」と言う言葉を，ここのと

学校での茶道体験において「おもてなし」の

ころ良く目にしたり耳にしたりしています

心に触れる機会がありました。３月５日には

が，「最後」という響きにはどこか物寂しさ

「６年生を送る会」があります。今度は下級

を感じてしまいます。

生たちにもてなされ「ありがとう」のメッセ

何かが終わるとき，常に達成感で満ち足り

ージをたくさんもらいます。そして，そのお

た思いになることは少ないように思います。

礼として素敵な合奏を披露してくれることと

できたことよりもむしろできなかったことの

思います。今まさにその練習に６年生は励ん

方が多いのかもしれません。しかし，だから

でいるところです。

こそ「今度は頑張るぞ。」「次こそ必ず。」
との意欲にも繋がるのでしょう。

さらにこれから卒業式練習や奉仕活動な
ど，卒業に向けて一つ一つ取り組むことにな

平成３０年度を終えるにあたり，この１年

ります。全力で取り組む姿を下級生は見て，

間，保護者や地域の皆様方からの学校に対す

自分も進級するのだという自覚が芽生えてき

るご協力には本当に感謝申し上げます。しか

ます。６年生が最後まで南台小の顔として頑

しながら，学校からの発信不足で学校に対す

張ってくれること，
それがまた下級生との
「か

るご理解を十分にして頂けなかったのではな

かわりあい」にも繋がっていくのです。

いか，保護者の皆様の思いや地域の皆様の願

そして３月２５日，第５８回南台小卒業生

いを学校がきちんと理解していなかったので

として，晴れの日を迎えることになります。

はないかと自省の思いが致します。
そして，土曜子ども講座，富士見町体力つ
くりの皆様との運動会，青少年対策第一地区
委員会の様々な行事，少年サッカー，野球，
ミニバスケットボールなど，様々な場面で子
供達の良さを認め励ましていただいたり，健
全育成活動やボランティア等のご支援を頂戴
したりと本当にお世話になりました。疑問に
思われたり，ご心配をおかけしたりする点も
多々あったかとは思いますが，来年度へ向け

６年社会科見学 １月３１日

むかしあそびの会

２年担任 川手 恵子

２月６日，生活科の学習で１・２年生合同の「むかしあそびの会」をしました。
２年生は，けん玉・こま・あやとり・お手玉・かるた・だるまおとし・めんこのグループに分かれ，コ
ーナーを担当しました。１年生は５つのコーナーを回り，２年生と一緒に遊びました。
２年生は，
「1 年生にむかしあそびをやさしく教えてあげよう」というめあてで，技やあそびの説明を練
習してきました。本番では，緊張しながらも技を披露した後，１・２年生一緒に仲良く遊びました。
１年生は，
「やさしく教えてもらえてうれし
かった。」と喜んでいました。
２年生は，
「1 年生が楽しそうに遊んでくれ
てよかった。」と達成感をもつことができまし
た。

二分の一成人式

４年担任 酒井 里菜

２月２６日（火）５校時に，
「２分の１成人式」を行いました。２０歳の半分である１０歳になった記念
に自分たちの成長をふり返り，今まで支えてくれたたくさんの人たちに感謝の気持ちを伝える行事として，
毎年４年生が取り組んできました。
（尚，本行事は，今年度で最後になります。）
実行委員を中心に，どうすれば１０年間の成長や感謝の気持ちが伝わるか考え，１月から準備や練習を
重ねてきました。当日は感謝の気持ちを込めて，呼びかけや出し物，歌を堂々と発表することができまし
た。また，保護者の皆様からは歌のプレゼントをいただき，子供たちは楽しんでいました。
多くの方にご協力いただき，無事，式を終えることができました。ありがとうございました。

ふるさと歴史館

３年担任 堀上 理央

１月２４日（木）に社会科「昔さがし」で，ふるさと歴史館へ行き，昔の道具について学習しました。
東村山に伝わる昔話を映像で見た後，特別展示室で昔の道具についての説明を聞きました。実際に昔の道
具を間近で見たり，触ってみたりして，貴重な体験となりました。学校に戻ってからのふり返りに「今と
比べると昔はいろいろ大変だったんだな。
」
「昔の人のくらしを知ることができて良かったです。
」などと書
いている子がいました。多くの気付きと感動がある充実した社会科見学となりました。
また，１月２９日（火）には，昔さがし体験学習第二弾として「七輪体験」を行いました。子どもたち
は，炭に火がつくまで，うちわで一生懸命風
を送っていました。火が点くと，持ってきた
おもちを網の上に置き，おもちが焦げないよ
うに慎重に焼いていました。時間をかけ，苦
労して焼いたおもちの味は，
「今までで一番お
いしい！」と言っている子がたくさんいまし
た。

バスケットボール教室

５年担任 石坂 広大

プロバスケットボールチーム「東京サンレーヴス」から４名の選手に来ていただきました。選手たちは，
バスケットボールの操作やドリブル，シュートなどのポイントを指導してくださいました。後半には，選
手対児童の試合も行い，とても貴重な体験をさせて頂きました。
子供たちは，
「連続でシュートを決められた。」
「実際に対戦をして，ボールだけを見ないでコート全体を
見る大切さが分かった。
」
「プロ選手のドリブルの速さに驚いた。」とたくさんの喜びと学びがありました。
バスケットボールの授業の時に，教わったことを活かそうと目を輝かせていました。

にじいろペアに感謝の会

特別活動主任 増澤 佳矢子

４年生が初めて準備や司会進行役を務めた「にじいろペアに感謝の会」。１年間一緒に活動したペアさんへの感
謝を伝える会です。
１２月末に，にじいろ委員の５，６年生から説明を受け，1 月から活動をスタート。プログラムを作成し，司会進行の
言葉を考えて役割分担をしました。すらすら話せるように練習して担当の先生のところにリハーサルに行ったり，座
席表を作ったりするなど，班のメンバーで協力しながら２月７日の本番に向けて張り切って準備を進めました。終わ
った後は達成感に満ちたとても良い
表情をしていました。
この経験が自信となり，５年生にな
って高学年の仲間入りをした際に，学
校行事等で活躍していくことと期待し
ています。

運動の楽しさや喜びを味わわせる指導法の工夫～児童の笑顔あふれる体育学習を目指して～
研究主任 郷田 剛
本年度「体育科」について校内で研究を行ってきました。低・中・高学年でそれぞれ研究授業を行い，その
授業から学んだことを日々の体育学習に生かしてきました。６月と２月，２回のアンケートを実施しましたの
で，その結果をもとに本年度の校内の研究についてお伝えします。
〇

体育学習に対して「とても好き・好き」という意見が増え，体育学習に対して好意的になりました。

〇

体育学習の楽しさや喜び・不安なことの変化では，自分自身のことだけを考えていたことから，友達と

の関わりの中で楽しみや不安を感じるように変化しました。体育学習を通して運動だけなく，友達とコミ
ュニケーションを取りながら学ぶ楽しさまでも感じられるようになっています。
本年度得られた成果と課題をもとに，来年度も「児童の笑顔あふれる体育学習」を目指して日々授業改善を
行っていきます。
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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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２月のがんばったで賞
全校朝会等で表彰した紹介です。
★小平市少女サッカー大会 後期

優勝

総合 優勝
小平 FC

★長鶴招待サッカー大会 ２/３

小学校 3 年生の部 準優勝

3年

男子３名

優秀選手賞

3年

男子

★福生シニアマルフジ杯少年野球大会

１/20 １部

★東村山リトルシニア野球協会会長杯少年野球大会
★東村山市 2 年生サッカー大会

2/３

３位

★東大和柔道大会 ２/11 小学 2 年生の部
★第 2 回スマートタッチダンスコンテスト
5年
★第 55 回

東村山市民体育大会

ウィングスガールズ

女子２名

優勝

４年

女子

東村山シーガルス

１/26 1 部

準優勝 東村山シーガルス

男子３名
３位

女子

12/27 完コピコース努力賞
てぃーちゃーおざわの子供たち

2/24 ミニバスケットボールの部 優勝
南台小ミニバスケットボールクラブ

