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自然いっばい f教育機器いっばい J

学校 の正門 にあ る大 きな桜 の本 が、葉 を落 とし始 め、玄関掃 除の 5年 生が忙 しくな る季節

になってきま した。地域 の皆様はお元気 でお過 ごしで しょうか。

最近 、 1・ 2年 生が、 ドング リで遊ぶ姿 をよ く見か けます。学校 の校庭や学校 のす ぐ裏 に

ドング リの本 が何本 かあ り、子 どもたちの よい遊び の材料 になつています。 この前 も、 2年

生の男 の子 3人 が 「校長先生、 ドング リごま作 った !」 と見せ に来て くれ ま し

た。丸い ドング リに 「つ ま よ うじ」 を さすのが難 しく、担任 の先生に穴 を開 け

て もらつたそ うです。 わた しに も 1つ くれ、 4人 で こま回 しを楽 しみ ま した。

ゲームやテ レビではな く自然 にあるもの、身近 にあるものを使 って夢 中に遊ベ

るとい うことは、本来持 っている子 どもの姿なのか も しれ ませ ん。

さて、本校 の各教室 には、 52イ ンチのデ ジタル テ レビがあ ります。 これ は、テ レビ番組

や ビデオを見るだけでな く、コンピュータと連動 させて、テ レビの → 「`
｀

一

画面 に文字や絵 をかいた り、大切な ところに赤丸 をつ けた りす るこ

とができる 「電子黒板」の機能 も備 えています。 また、子 どもたち

の書いた ノー トや図、教師が演示す る毛筆 の筆遣いや生 き物 まで、

実物 をそのまま画面に映 して くれ る 「書画カメラ」 も整備 され てい・ =

ます。学習では、子 どもたちは この電子黒板 と書画カメラを使 つて、

自分 の描 いた ものを見せ た り、調べ てきた資料 を映 した りして学習

しています。

さらに、外国語学習ではDVDを 使 つて、映像 を見なが ら発音 の

練習 もできます。「デ ジタル教科書」 を使 つて、教科書 をそのまま

映 した り、拡大 して強調 した り、 ワー クシー トを表示 した りした学

習 もできます。 もちろん今 は家庭 にも普及 しているデ ジタルカメラ

も見学な どの際には大活躍 しています。

これ らの機器 は、文部科学省 が、各教科等 の学習 における ICTや教育機器 等の効果的な活

用 を教育 の柱 の一つ に掲 げた ことに伴い、本校 が平成 21年 度 か ら「電子黒板活用事業」 の

研究指 定 を受 けて導入 され た ものです。 3年 目にな るため、子 どもたちは積極的 に使 うこ と

ができるよ うになっています (教職員の方が使 うのがたいへんか も ?)。

まだまだ 自然 がた くさん残 る地域 で、最新 の教育機器 を活用 した学習ができる環境 は、他

校 では味わ えないす ば ら しい ものです。学習す るのに適 した秋 に、 自然 と先進技術 を使 つて

学習 を深 めていきたい と思います。 なお、文部科学省委託 による 「国内の ICT活 用好事例の収

集・ 普及・促進 に関す る調査研 究」 の関西地 区の研 究発表会 を、 12月 9日 本校 で開催 し、

電子黒板や書画カメラを使 った学習の様子 を他校 の先生方 に見ていただ く予定です。

学 校 開放週間 の お知 らせ

11月 は学校 開放月間です。本校 では どなたで も気軽 に来 ていただけるよ う 11月 21
日か ら 26日 までを開放週間 としています が、それ以外 の 日で も参観 いただいて結構 で

す。開放週間以外 の参観 の場合 は、職員室 に一声おかけ くだ さい。



運動会ご協力ありがとうございま した !

10月 2日 の運動会 は、少 し肌寒 かつたです が、 6年生 を中心に、子 どもたちが演技

も委員会の活動 もとて もよく頑張 つたす ば らしい一 日とな りま した。 また、運動会終了

後 の校庭 は ごみ も非常 に少 な く、地域の方 々や保護者 の皆 さんのマナーのす ば らしさに

感 心 しま した。地域の方々のご理解並びにご声援 あ りが とうございま した。

会 が行 う本年度 2回 日の古

118日 )。 ご協力 よろ しく

子どもたちの学習から～
★ 6年 光組 で は、最近 、 3組 のグス トテ ィーチ ャー に来 ていただき

ま した。 最初 は、地域 に住 む女性 4人 か ら、「エ コたわ し」 の作

り方 を教 えていただ きま した。次 に、竹細 工が得意 な方か ら 「竹

とんぼ」 の作 り方 を教 えていただ き、飛 ば して遊 びま した。 3組

目は手品が得意 な方 に手品 を見せ ていただ き、い ろい ろお話 を し

ていただきま した。 3組 の方 々に共通す るのは、趣味 を生か して周 りの人 を笑顔 に し

て くれ ることです。

子 どもた ちは 自分 たちも周 りの人たちを笑顔 に したい と思 つています。 これ か ら子

どもた ちが どの よ うに学習 を進 めてい くのか とて も楽 しみです。地域 に出か けていつ

て ご協力 をお願 いす ることがあるか も しれませ んが よろ しくお願 い します。

★ 4年 生が湯浅醤油の 「角長 Jと 広川の 「稲む らの火の館」に行 つて

きま した。

「麹が生 きている柱の 1本 1本 が宝物」 とい う角長の醤油の秘密 を

少 し教 えていただきま した。 1年 3ヶ 月 も寝かせて作る湯浅醤油の

蔵 では、子 どもた ちもそのす ば らしさを感 じ取つた よ

うで した。 また、「稲 む らの火 の館 」 では、津波 の恐

ろ しさや耐震構造 の仕組み、また、地震 で避難 した と

き、新聞紙 で作れ る簡易 トイ レの作 り方 な ど教 えてい

ただきま した。浜 口梧陵 さん作の堤防 も見ま した。

★ 10月 20日 、1年生が有功幼稚園の年長児 を学校 に招待 しま した。

1年 風組 の子 どもたちは、体育館 で国語 の教科書 にある F大 きなか

ぶ」 な どをペープサー トを使 つて劇 に して見せ ま し

た。一人一人元気 に読 んだ り、人形 を動 か した りし

て幼稚園の子 どもたちを楽 しませていま した。また、

ちは、ホール で、輸投 げや くじ引き、ボー リングな ど

り、 自分た ちで作 つたお もちゃで園児 を楽 しませ くれ

組 ともみんな大活躍 で、お兄 さん、お姉 さん らしいひ

光組 の子 どもた

の コーナー を作

ていま した。 2
とときで した。
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【11月 の行事予定】
8 火 毎 日新 聞 出前授 業

ヘリコフ
゜
ターが来ます`(5年1)

26 土 土曜参観

学校開放週間終了

12 土 ハ
゛
スケットホ―゙ル大会 28 月 振替体業

16 水 市教科等別研修会

(2風 ・ 4光 。虹組 ) ★ 12月 11日 は、本校育友 :

紙回収があ ります (雨 天時は

お願い します。

20 日 PTA奉 仕作業

21 月 学校開放週間～ 26日


