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人権学習

文責
校長吉田典夫

「自分の大切さ・他の人の大切さを認める」

１０月・１１月で各学級で人権学習（人権教育資料・
人権感覚育成プログラムより）を実施します。最初に、
３年生が１０月１８日に学級活動で行いました。右の図
のような、一人の泣いている子どもとその周りにいる子
どもの絵を見て、一人一人の考えていることを考え「お
話づくり」をする学習活動をしました。この活動を通し
て、他者の気持ちや立場を考え、自分自身や友達を大切
にしようとする態度を育てる授業を実施しました。
児童たちは、「態度の悪い人ややさしい子がいると感じ
た」「こんなふうになりたくない」「あやまってみればと注意したい」「理由を聞いて仲直りさ
せたい」「自分が悪かったらあやまりたい」「なるべく早く解決したい」など積極的に意見を
発表していました。そして、「仲良くなれるクラスにしたい」など、自分たちの行動を振り返
り、それぞれ友達の気持ちを考え、思いを大事にして生活していくことの大切さを学びました。

読書の秋

萩小読書月間の取り組み

読書は、国語力や語彙力を高めることができるとともに、自分の今まで知ら
なかった世界にふれ、知識を広められるとともに、豊かな感性や想像力を育て
ることができます。萩ヶ丘小学校では１０月３０日～１１月３０日を読書月間
としました。読書月間を通して、読書への興味や関心をさらに深め、本を読む
楽しさを味わわせるために次のような取り組みを行います。
１ 全校縦割り読書
１０月３０日と１１月３０日の２回行います。体育館に縦割り班で集まり一斉に読書をす
るとともに、自分の読んでいる本を紹介するとともに、６年生が本の魅力を話します。
２ 読み聞かせを楽しむ
(1)様々なテーマによる読み聞かせスペシャル
１１月２日 『民謡の世界を楽しもう』 小池裕子様による読み聞かせ
１１月３０日『絵本の世界を楽しもう』 神谷瞳子様・織田英子様による読み聞かせ
(2)図書委員による読み聞かせ（１・２年生へ）
１１月５日と１１月１２日の２回行います。図書委員が１・２年生に教室に行き、知恵の
森図書館の本を読み聞かせします。
(3)タンポポの会の皆様による読み聞かせ
１１月１９日に行います。
３ 読書感想文の発表
玉川班読書感想文コンクールに出品した作品を昼の校内放送で本人に読んでもらいます。
４ 週に１回は必ず図書館へ行き本を借ります。
火曜日は「１・３・５年の日」、金曜日は「２・４・６年の日」です。

３年生社会科見学

スーパーマーケット10月3日(水)

３年生が社会科見学で、ナカムラストア、ベイシアマートを訪
れました。消費者の願いとスーパーマーケットの販売の工夫（豊
富な品物の種類、いろいろな産地、料金など）について学んでき
ました。また、家庭に必要なものと自由なものの２種類の買い物
をしてきました。家庭に必要なものは主に調味料を買っていまし
た。自由なものはお菓子類でした。

社会科特別授業

鎌倉時代の歴史を学ぶ(６年)

10月11日(木)

慈光寺住職の佐伯頼栄先生による社会科特別授業が行われました。慈光寺の歴史教えていた
だいた後、６日後に鎌倉へ修学旅行に出発する子どもたちに、慈光寺と鎌倉や源頼朝との関係
を教えていただきました。鎌倉と自分たちが生活しているとき
がわ町が遠い昔から関係があったことを学び、子どもたちは修
学旅行に一段と意欲をもって取り組めたと
思います。
また、仏具を触らせていただくなど、普
段できない経験もできた貴重な授業でし
た。ご家庭でも地元慈光寺の話を子どもた
ちとしていただければと思います。

稲刈りを行いました。10月19日(金)
４・５年生が、総合的な学習の時間でもち米作りに取り組んで
います。１０月１９日（金）には稲刈りを行いました。児童たち
は、不慣れな鎌と蚊に悩まされながら、一生懸命取り組んでいま
した。今年の夏は晴れの日が続き、猛暑でしたが、９月以降は、
天気が悪い日が多く心配されました。この後、脱穀しますが、た
くさんのもち米が収穫できるといいと思います。

11 月 の 行 事 予 定
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ブラッシング指導 町人権教育授業 大 東 大 陸 上 萩小ﾌｪｽﾀ
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ﾉｰﾃﾚﾋﾞﾉｰｹﾞｰﾑﾃﾞｰ 西部北地区音 のびのびタイム ４･５年宿泊学習
楽会
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〔12月の主な行事予定〕
12月19日(水)給食最終日(4時間授業)

12月20日(木)３時間授業

12月21日(金)第２学期終業式

玉川班音楽祭・ときがわ町敬老会で全校児童が演奏
１０月２５日（木）
鳩山町文化会館で玉川
班音楽祭が開催されま
した。玉川班音楽祭は、
ときがわ町と鳩山町の
小・中学校９校の代表
が演奏を発表し合うも
のです。萩ヶ丘小学校
は全校児童が参加し、
「ふるさと」と「Ｃａ
ｎ ｄｏ ～君が輝くとき～」を発表しました。今までの練習の成果を発揮し、笑顔で、きれい
な歌声・美しいハーモニーで合唱を発表できました。指導者の先生からも、子どもたちがお互
いに聴き合いながら、練習を積み重ねてきたことがわかり、口形、発音、響きなどすべてよい
すばらしい合唱でしたとお褒めの言葉をいただきました。
また、２６日（金）にときがわ町体育センターで行われたときがわ町敬老会では、玉川班音
楽会で発表した２曲に加え「きっと ありがとう」を発表しました。この歌は「おじいちゃん
おばあちゃん、いつも優しくしてくれてとてもうれしい、ありがとう」という歌詞で始まりま
す。児童たちはかわいらしい歌声で感謝の気持ちを伝えることができました。会場に参加した
ご高齢者の方は、大変感動している様子でした。

『楽しかった修学旅行』

10／16･17

鎌倉･江ノ島･横浜の旅

10月16日(火)･17日(水)に、６年生が修学旅行に行って来ました。萩ヶ丘小学校の修学旅行
は、鎌倉・横浜方面を訪れ、その文化や自然にふれることにより知識を広め豊かな体験をする
こと。そして、集団生活のきまりや公衆道徳について望ましい体験をつみ、協力し合って楽し
い思い出をつくることを目的として、電車や路線バスを乗り継いで実施しています。
１日目は、全員で鶴岡八幡宮を見学した後、グループ行動をしました。小町通りで昼食をと
り、建長寺を見学する班、江ノ電で移動してから長谷寺、光則寺を見学する班もありましたが、
集合場所の鎌倉大仏前に、無事、集合時間前に到着しました。その後、全員で鎌倉大仏を見学
して路線バスで新江ノ島水族館へ移動しました。新江ノ島水族館では、児童たちは、興味深く
生物を観察していました。そして、宿泊地の横浜へ向かいました。夕食は、中華街でおいしい
中華をおなかいっぱい食べました。
２日目は、馬車道通りでガス灯や牛馬飲水槽などを見学し、カップヌードルミュージアムで
体験学習をしました。カップを自分でデザインし、スープと具材を選んでオリジナルのカップ
ヌードルを作りました。その後、赤レンガ倉庫を見学、昼食をとった後、山下公園などを見学
しました。児童たちは、社会科や総合的な学習の時間に学んだことを生かし、メモを取ったり、
写真に納めたりと、主体的な修学旅行をすることができ、実り多い体験になりました。

「人権の花運動」を実施しました。１０／２４(水)
「人権の花運動」は、児童が人権擁護
委員とともに協力し合って植物を育てる
ことを通じて、協力・感謝することの大
切さを学び、生命の尊さを実感する中で、
人権尊重思想を育み情操を豊かなものに
することを目的に行っています。本校で
は、１０月２４日に３名の人権擁護委員
が訪れ実施しました。東松山人権擁護委
員協議会長の松本様から、人権について
と「子どもの人権ＳＯＳミニレター」や
相談活動など人権擁護委員の活動内容を聞いた後、人権擁護委員の皆様とともにプランターに
パンジーの花を植えました。プランターには「人権の花運動・ときがわ町」と表示されていま
す。パンジーの花がいつまでもきれいに咲いているよう水やりをし育てていきます。

11月10日(土)に「萩小フェスタ」を行います。ぜひご来校を！
「萩小フェスタ」は、地域の指導者の方々の講座、学級発表を行います。昼食は昨年に引
き続き、内田富三男様のご協力により焼きそばを作っていただきます。昼食が足りないと思わ
れるご家庭では、おにぎり等をご用意ください。
〔萩小フェスタの日程〕 ※子供たちはいつも通り登校します。
・開 会 式
８：２５～ ８：５０ [「Can Do ～君が輝くとき～」の演奏]
・講
座
９：００～１０：３０ ※保護者の方は、お子様と同じ講座になります
・学級発表
１０：４０～１２：１０
・昼
食
１２：２０～１２：５０ ※(おにぎり)・水筒持参になります。
・閉 会 式
１３：００～１３：２０
・７歳児祝い １４：５０～１５：３０ ※アスピアたまがわ（町手配のバスで送迎）
・下
校
１６：００頃
※大野方面はタクシーで下校

鶴岡八幡宮

鎌倉大仏

江ノ島海岸

馬車道通り

赤レンガ倉庫

大桟橋

新江ノ島水族館

カップヌードルミュージアム

山下公園

