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ことばの力を育てる

6月 か ら校 内の授業研究 が始 ま りま した。本校 では、生活科や総合的 な学習 の時間の取組 を

中心 に研 修 を進 めています。子 どもたちの様子や教師 の発 問な どについて話 し合 う中で、学

校 として大切 に してい きたい ことを改 めて確認 しま した。

1つ は、「話 し合 い活動 を大切 にす る」 とい うことです。本校 で

は、朝の会 を大切 に しています。例 えば、 日直や 当番 の子 どもが用

意 してきたお話 を します。登校途 中で見つ けた生 き物のお話 をす る

子 もいます。お話が終わ る と聞いていた子 どもたちは質問を します。

短い時間です が、 自分の言葉で 自分の思いを語 る機会 を大切 に して

います。 また、質問のや りとりの中で、子 どもたちは互いの考 えや

思いを知 ります。一人一人のその子 らしい表現が、子 どもたちの こ

とばの世界 を広げてい くことにな ります。

授業では、自分が調べてきたことや体験 してきたことをもとに話

し合います。課題の解決に向けて互いの考えや思いを出 し合い、よ

りよい方向へ 自分たちで答えを導き出 します。

友達 と協力 して問題 を解決 しよ うとす る活動や 、言葉 に よつて問題 を分析 し、ま とめた り

表現 した りす る活動が ことばの力 を育てます。

2つ めに、「書 くことを大切 にす る」 とい うことです。子 どもた ちは体験的な活動 を通 して

様 々な こ とに気づ きます。 それ をメモ した り、感想 を書 いた りします。書 くこ とは、記録 と

して残す だけでな く、 自分 の考 えをま とめた り、 自分 の学習の足跡 を残 した りす ることに も

な ります。書 きた めた もの をもとに、友達 と話 し合 い、学習 を進 めます。 友達 と学習 を進 め

ることによ り、体験 した ときの気づ きは、さらに高い気づ き とな ります。

例 えば、 1年 生がザ リガニ を捕 まえます。大 きなは さみ に 目がい くと

同時 に、足がた くさんあ ることに も気づ きます。友達 と一緒 に育 てた り

話 し合 った りす る中で、た くさんあ る足の何本 かは、小 さなは さみ にな

っていて え さを食べ る ときに使 つてい ることに気づ きます。 その ことを

記録 した り、発表 した りす ることを通 して ことばの力が育っていきます。

話 し合 いや書 くことは、今 まで も本校 の取組 の中で大切 に して きた ことです。 高学年 の子

どもた ちの様子 を見てい ると、発表 の とき長 く話 した り、画用紙 に上手 に発表 内容 をま とめ

た りしてい る子 がいます。 こ とばの力、表現活動 とい う観点 で、取組 を さらに深 めていきた

い と考 えています。

<こ とばの力の育成>
本年度から新しい学習指

導要領がスター トしまし

た。要領の柱の一つが

「言語活動の充実Jで
す。言語は、知的活動だ

けでなく、コミュニケー

ションや感性・情緒の基

盤です。

国語科だけではなく、す
べての学習において、こ

とばの力を高める取組が

求められています。



3・ 4年生の交通安全教_室 塞血

6月 13日 、 3年 生 と 4年生 を対象 に交通安全教室 を開 き、東署の警察官か ら正 しい 自転

車の乗 り方 を中心に指導 していただきま した。

体育館 で交通ル ーィレ、特 に交差点 での 自転 車 の

乗 り方等 につ いて話 を聞 きま した。 また、 日頃 あ

ま りしない 自転車 の点検 について も教 えていただ

きま した。

運動場 では、信 号機や 障害物 な どを用意 してい .

ただき、一人一人が正 しい自転車の乗 り方に挑戦 争
‐11

しました。見通 しの悪い交差点での左右の確認、理解はして

いて もなかなかむずか しい ものです。

本校 の校 区は、狭い道路が多 く、見通 しの悪い交差点 もた

くさんあ ります。一旦停止が理想 ですが、せ めて減速 して交

差点 に入 るよ うに させ たい と思 つています。

機 会 を提 えて指導 を続 けてい きたい と思います。

JAわ かや まの ご協力 を得 て、今年 も 6月

14日 に田植 えを しま した。

今年 は気温が低 く、苗 の成長 が少 し遅かった

L轟曇 ょ ぅですが、無事 田植 えを終 えるこ とができま

した。初めて田に入 る子が多 く、始めは前に進むのも大変そ

うで したが、徐々に慣れ、泥の感触を楽 しんでいました。

今年は、 5年 生の加太合宿が 9月 に行われ るため、育てた

米は間に合いませんが、家庭科や総合な どで活用す る予定で

す。
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7月 の行事予定

日 曜 事行

13 水 クラブ活 動 (ク ラフ
゛
写真 )

18 月 海の日    ノダIL
19 火 絡養終了 ~///
20 水

ヽ

ノ
21 木

22 金 個人懇談    イF
23 土 子 ども祭 り (有 功東小 )

25 月 個人懇談 (予 備 )

※ 6月 23日 か ら水泳学習が始ま

つています。


