
令和 3 年１0 月２９日 

尼崎市立園田小学校  

                               校 長 永所 孝章 

めっちゃかっこよかった、園田の子どもたち！ 

すばらしい秋空のもと、子どもたちは２年ぶりの団体演技を披

露しました。各学年、子どもたちのよさが引き出された素晴らし

い演技でした。これまで窮屈な教育活動を強いられてきました

が、子どもたちのはじける笑顔と真剣なまなざしに、改めて学校

行事の大切さを痛感しました。各学年の演技について、印象に残

ったことを紹介します。 

１年生  No more cry   ―キラキラポンポンー  

 小学校初めての団体演技。太陽の光が手に持ったポンポンに当たりきれいに輝いてい 

ました。手を曲げたり、まっすぐ伸ばしたり、ジャンプしたりととっても生き生きと 

表現していました。グループごとの動作も揃っていてとってもかっこよかったです。 

２年生  みんながスーパースター  ―ダブルフラッグー  

 ２本の旗をクロスしたり、思いっきり回転させたりとひとつ一つの動きを楽しんでい 

ましたね。待っている時もかかとでリズムを取っている姿が低学年らしくかわいかっ 

たです。色ごとに集まる場面は素早く動けていて、まさにスーパースターでした。 

３年生  アカシア・ファンファーレ  ―アンブレラー  

  ビニール傘に太陽の光がきれいに当たり、クルクル回したり、開閉したりと傘の操作 

を上手に行っていました。列ごとの動きが揃っていてチームワークもよかったです。 

パンチやキックがあるダンスは空手の型のようで、とてもかっこよかったです。 

４年生   Mela!  ―ビッグフラッグー  

  旗を空に向かって掲げたフラッグを見る目。おもいっきりふって響く旗の音。ひとり一人

の旗は力強く、動きが揃っていて、４年がひとつになっていました。まさに集団の美。ス

ターウォーズに出てくるストームトルーパーが整然と並んでいるようでした。 

５年生  ひとりひとりが輝いていたダイナマイト！  

BTSのヒットナンバーに乗せて、ノリノリに個性あふれるダンスを披露しました。ひとつ

ひとつの動きが個性溢れるダンスで、キメのポーズはばっちりでした。世界の大変な状況

がよくなればと表現した BTSのように、園田の運動場を明るくしてくれました。 

６年生  ♪NIPPON♪からはじまった凛々しい姿の最高学年 ― ソーラン節 ―  

 ハッピを払って着る姿、「今からやるぞ」と言葉がなくて 

も伝わってきました。ソーラン節はみんなが腰低く構え、 

網を引く揃った集団の動きは、一糸乱れぬ動きでめっちゃ 

かっこよかったです。会場が静まり返る、息をのむ、手に 

汗握る、圧巻の演技でした。園田の美！ 



 保護者の皆様には、今年度も参観していただく機会が少ない中、ようやく子どもたちの力い

っぱいの演技・表情を見ていただけて嬉しく思います。コロナ禍になり、マスクをつける生活

の中でも、子どもたちはやらなければならないことひとつ一つに、確実に取り組むことで成長

しています。お気づきになられたとは思いますが、今回の演技前後には、各学年マスクのつけ

はずしがありました。また、声を出さない演技でした。そんな中、特に６年生は教室で掛け声

を録音し、それをソーラン節の曲の中に編集して入れる工夫をしていました。子どもたちは制

限がある中でも精いっぱいに取り組んでいました。今回の体育参観が無事に実施できたのは、

子どもたちが弱音を吐いた時でも、ご家庭で保護者の皆様が子どもたちに励ましの声掛けをし

てくださったからだと思います。 

 この後も感染状況がどうなるかわかりません。それでもできる可能性を探りながら、準備を

進めていこうと思います。何卒ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

子どもたちの自律に向けて  

山口県の教育者緒方さんの言葉に左のようなもの

があります。親がどの程度の距離感で接するのが理

想的かを示したものだそうです。 同じような教え

は、アメリカインディアンにも見られるそうです。 

私も子育て中ですが、ついつい口を出してしまうこ

とがあり、反省することが多々あります。でも、

「目を離すな」に込められている意味として、徐々に子どもに任せていく範囲は大きくしてい

くのだけれど、やらなければいけないこと・してはいけないことにはきちんと声をかける等、

常に見守っておく必要があると考えます。過干渉にならず、でも放っておくのではなく、必要

なところではしっかりと支えていくという考え方は、いつの時代にも必要なのではないでしょ

うか。 

また、京都の教育者である岡本先生が述べられた言葉に次のようなものがあります。 

 

 

 

 

 

何が正解かわからない今の世の中で、子どもに身につけさせたい力は『自律』だと考えま

す。『自律』ということばの意味を調べると、「自分で自分の行いを規制すること。外部からの

力にしばられないで、自分の立てた規範に従って行動すること。」とあります。 

 教育の目的は、人格の完成を目指し社会の形成者としての必要な資質を育てることです。そ

こには学力も必要です。子どもが自分の力で様々なことを考え行動することができるように、

着物の仕付け糸がとれるように、学校（担任等）と家庭がタッグを組んで支えていきたいで

す。 

子育て四訓 

◎ 乳児はしっかり肌を離すな 

◎ 幼児は肌をはなせ 手を離すな 

◎ 少年は手を離せ 目を離すな 

◎ 青年は目を離せ 心を離すな 

「『躾（しつけ）』という字がもたらす意味よりも、『着物の仕付け』を背景とする意味のほ
うが、子どもをしつける過程の本質をよく表しているのではないか。」 
五歳から七歳の子どもたちは、いよいよ仕付け糸をはずしはじめる年齢にあたるそうで

す。それまでは親が外側から枠組みを与えて、子どもに行為や生活習慣をかたちづくらせて
いたのですが、いよいよその枠をはずして、子どもが自分の力でみずからの行為や生活習慣
を生み出しはじめる時期に入っていきます。 



Sonoda の外国語（英語） 

本校のＡＬＴはノエル先生です。ノエル先生がいっしょに

教える英語の授業は、ネイティブの発音を大切にしながら、

音楽や映像を駆使した授業です。一人一台のタブレットも大

いに活用した授業作りで、子どもたちはいつも楽しみにして

います。 

また、給食時には、その日の献立を英語で紹介したり、ク

イズを出したりとできる限りネイティブの発音を聞く環境を

作ってくれています。他にも、英語の掲示板作り等、子ども

たちのために頑張ってくれています。 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体育参観では、趣味であるカメラで撮影をしてくれました。子どもたちのいい表情を写

真に収め、その写真からのインスピレーションを英語で One Word入れ、掲示していま

す。いつも自然と子どもたちのモチベーションが上がる取り組みをしてくれています。 

 

 

 

 

 

 

 １１月の行事予定 

English Lunch Broadcast 

Good afternoon!  Today is Tuesday September 28th.              

Today is cloudy.  

Today’s menu is :Mackerel(fish) in curry sauce. 

Cabbage and bacon. Pho noodles from Vietnam.  

Bread and apple jam ,and ～milk. Have a nice lunch. 

Mystery Quiz 

Today’s mystery quiz is a music quiz. 

Listen to the music ・・・ 

♪♪Indian Music♪♪ What country is it ? 

    A  :  America 

    B  :  India 

    C  :  Australia    

 

Listen again ・・・    It’s  B  India. 

Have a nice day! 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 月の行事予定 

《12・1月の予定》 

12月 6日（月）～8日（水）個人懇談（希望者） 8日（水）あまっこテスト 

21日（火）給食終了（この日まであります）24日（金）終業式                     

1月 11日（火）始業式 13日（木）給食開始 17日（金）防災授業参観・書初め展 

※行事予定につきましては、状況によって変更する場合がありますので、あらかじめご了

承ください。 

図工室からは運動場がよく見えます。10 月は、体育参観の練習に取り組む生き生きとした声

が聞こえて、つい運動場のほうを見遣ってしまう日々でした。 

さて、11 月には図工展があります。図画工作の授業では、学んだ技を生かしながら、楽しん

で制作に取り組んでいます。子どもたちにとって、自分の分身であるような作品をみてもらい

認めてもらうことは、とても尊い経験だと思います。ぜひ作品を存分に楽しんでいただき、作

品のいいところをたくさん子どもたちに伝えていただければと思います。 

（図工担当 小堀 未来） 

 

お願い 

現在感染状況は落ち着いていますが、今後の行事も実施できるように、マスク、手洗い等、

引き続き感染対策をお願いいたします。 

また、体調不良時は休ませてください。 
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視力検査（６年） 

公園探検（１年）視力検査（５年） 

環境体験学習（３年）公園探検(予) 

５年生短縮授業（13:30 下校） 

視力検査（４年）放課後学習 

委員会活動（６校時のみ月曜時間割） 

視力検査（３年） 

クラブ活動 

視力検査（２年） 

修学旅行（６年）～11 日（木） 

５年生短縮授業（14:00 下校） 

放課後学習 

環境体験(予) 
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視力検査（1 年） 

音読朝会、視力検査（すぎのこ） 

職員研修のため 14:30 下校 

放課後学習 

すぎのこ遠足 

図工展準備のため 13:30 下校 

読書週間 

図工展前日準備 13:30 下校 

図工展 

図工展、お話配達 

図工展、午前中授業（自由参観） 

お話配達 

代休 

教育相談週間開始 


