一つだ けワ ーク ショッ プの 内容 を紹 介！！

和

市浦 小 学校 ５年 学 級 通信

平 成１８ 年１ １月 １０日（金 ）

→ ご家 庭で もチャ レン ジし てみ ません か？

わた した ちの 権利リ スト
※ 次 の１ ０ 項目 を ，一 つ ずつ 切 り捨 て てい か なけ れば な りま せ ん。 切 り捨 て ても い
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い 順番 に 番号 を つけ て いき ま しょ う 。た だ し， この リ スト を 見て い るみ ん なで 話

文責： 北澤

し合 い， みん なが納 得し た上 で順 番をつ ける こと。（ 一人 で決 めては いけ ませ ん。）
最後 に残 った ものと ，切 り捨 てて しまっ たも のに ついて 考え てみ まし ょう。

来週の時間割です。
・ わた しだ けの部 屋を 持つ 権利 （ひみ つを 持つ 権利 ）

１ ３日（ 月）１ ４日（ 火）１ ５日（ 水）１ ６日（ 木）１７日（ 金）
行事

全校朝 会 ド リルタ イム

体育集 会

読書タイ ム

児童集 会

・ きれ いな 空気を 吸う 権利
・ お小 遣い をもら う権 利

１時 間目
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・ 愛し ，愛 される 権利
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学 活（自 習）
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国語

理科

・ いじ めら れたり ，命 令・ 服従 を強制 され ない 権利

３時 間目

道徳

書 写（毛 筆）

家庭科

理科

図工

・ みん なと 異なっ てい るこ とを 認めら れる 権利

４時 間目

国語

算数

音楽

算数

体育

・ 毎年 ，自 宅から 離れ たリ ゾー ト地で 休暇 を楽 しむ 権利
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北澤出 張

北澤出 張

貯金日

水曜日 課

・（ 充分な ）食 べ物 と，（き れい な） 水を与 えら れる 権利
・ 遊び のた めの時 間を もつ 権利
・ 話を 聞い てもら う権 利（ 自分 の考え を言 う権 利）

16:2 0
連絡 事項

英語学 習

貯金日
金曜日 課

※１３ 日・ １４ 日は， 北澤 研修 のた め不在 です 。
※１４ 日（ 火） の２時 間目 は， 校内 研のた め自 習で す。 課題は ，読 書で す。
※１４ 日（ 火） は，英 語学 習が あり ます。
※１５ 日（ 水） は，曜 日交 換の ため 金曜日 課で す。
※１７ 日（ 金） は，曜 日交 換の ため 水曜日 課で す。

あゆみ

：

さ いごの 一回

「平 成１ ８年 九月十 四日 」
この一 声か ら始 まった 。十月二 十九 日。午前 九時 から学 習発 表会 が行 われた。わ たし 達は，
上ノ国 町に 交流 学習に 行っ たと きの 事を発 表し た。 でも ，学年 トッ プバ ッタ ーとい うこ と
もあっ て， みん なプレ ッシ ャー との 戦いだ った 。で も， 一生け ん命 にが んば った。
最初 は， 電車 チーム 。と ても 大き な声。 次は 文殊 チー ム。こ のチ ーム も大 きな声 。そ し
て次は わた しの チーム 。わ たし はイ カのく ん製 を担 当。 四人の チー ムで の発 表。大 きな 声
で発表 でき るか 心配だ った 。発 表で は，な るべ く大 きな 声を心 がけ てい た。 そして しゅ ん
たろう 君の 登場 で，体育 館は 笑い があ ふれた 。とて も苦 労し てイカ を作 った かいが あっ た。
他の チー ムの 発表も 終わ り， 最後 はよさ こい 。今 まで 何回も 何回 も失 敗の くり返 しが 続

木曜 日の ５・ ６時間 目に ，高 学年 を対象 とし た『 人権 に関す るワ ーク ショ ップ』 が開 か
れまし た。 講師 は青森 市か らい らっ しゃっ た佐 藤秀 樹先 生です 。ご 存じ の方 もいら っし ゃ
るかも しれ ませ んね。 様々 な講 演等 で活躍 して いま す。
「権 利」 と「 責任」 につ いて ，わ かりや すく 楽し んで 参加し なが ら理 解す るとい う内 容
でし た。（ 詳 細は ， 子ど も たち に聞 い てみ て くだ さ い。 なか な か考 え させ られ ま すよ 。）
佐藤 先生 のテ ンポ の良 い展 開 に， どの 子も 最後 まで 集中 で きた 活動 とな りま した 。「権 利
は，み んな が納 得し承 認を 得て はじ めて成 立す る」 とい う一言 に， 聞き 入っ ていた 子ど も
たち。 自分 の権 利，子 ども の権 利， みんな の権 利。 さま ざまな 角度 から 考え ること がで き
た２時 間と なり ました 。

いてい たけ ど， 最後は ，
「どっ こい しょ ！」
ピシッ と決 まっ た。わ たし は， ステ ージの 上に いた から みんな の動 きが 見え ている 。や っ
ぱりき れい に決 まった と思 う。
全 て， もの 作りは 自分 たち で居 残りも して 苦労 して 作った 。よ さ
こい だっ て， みんな と合 わせ るの に時間 をか けて ，や っと覚 えた 。
今ま での 苦労 がつま った 発表 は， よかっ たと 思う 。も う同じ 発表 を
やる こと はな いだろ う。 それ でも ，さい ごの 一回 は， 今まで で一 番
いい 発表 にな ったと 思う 。

ゆうた

：

五 年生の 発表

なな

今日 は， まち にまっ た学 習発 表会 の日。 だか らぼ くは とても 楽し みだ った 。
一年 生の はじ めの言 葉が 終わ った ら準備 をし て， 五年 生の発 表が 始ま った 。ぼく は少 し
きんち ょう した 。そし て旧 笹浪 家の 発表が はじ まっ た。 ぼくが ，
「 旧 笹浪家 は，今か ら約 百八 十年前 の千 百三 十八 年にな くな った，能 登屋 笹浪家 の五 代目，
久右 ヱ門 が建 てたと 伝え られ てい ます。」

：

きん ちょう

「ト キト キト キトキ 。」
今日は 学習 発表 会。わ たし は始 める 前から 心が 小さ く鳴 ってい る。
「ドキ ドキ ドキ ドキ。」
一歩ず つぶ たい に近づ くに つれ ，だ んだん 音が 大き くな る。そ れで ，も うぶ たいに 上が っ
たとき には ，心 がはれ つし ても おか しくな い音 で鳴 って いる。

とちゃ んと 言え た。だ から ぼく は， ほっと した 。そ れで 次のセ リフ の，

「バッ クン バッ クンバ ック ンバ ック ン。」

「住む 人が 使う スペー スの こと です 。その とな りに はフ スマ・ トコ があ りま す。」

きんち ょう 菌が 鳴らし てい る。 そし て，

これも また ちゃ んと言 えた から 良か った。

「平成 十八 年九 月十四 日。」

そし て， 最後 のセリ フの ，

最初の 言葉 が始 まって しま った 。わ たしの 手が 汗だ くに なって きた 。言 える かどう か， 心

「さま ざま な活 動を通 して ，ぼ くた ちはま た一 つ成 長で きたと 思い ます。」

配にな って きた 。もし ，い えて もま ちがえ るか もし れな い。

と，こ のセ リフ もちゃ んと 言え てよ かった 。そ して よさ こいも ちゃ んと まち がわず にや れ

「バッ クン バッ クンバ ック ンバ ック ン。」

たから よか った 。こう して 無事 に五 年生の 発表 が終 わっ た。
ぼく のセ リフ の通り ，さ まざ まな 活動を 通し てぼ くた ちはま た一 つ成 長で きたと 思う 。

き んち ょう 菌 が増 えて きた 。お さま り ませ ～ん 。と いう とき に， 順 番が まわ って きて し
まった 。
「五年 生最 大の 行事で ある ，交 流学 習へ出 発し たの であ ります 。」

かず や

：

ド キド キ

は やて く んの 放送 がか か りま した 。 てん りく んが セ リフ を言 う

（言え た！ ）
きんち ょう 菌が，ち ょっ とずつ 減っ てい く。とに かく，一つ 目ク リア とい うこと にな った。

と次 はぼく が言 う番 。

でも， まだ セン ターと よさ こい の発 表が残 って いる 。そ う思っ てぶ たい をひ っこん だ。

「ド キドキ 。」

「イカ のく んせ い，完 成！ 」

きんち ょう して いるけ ど， 練習 と同 じ大き な声 が出 せた 。

イカの くん せい 作りの 発表 が終 わる と，次 はい よい よセ ンター だ。 わた しは ，ナレ ータ ー

文殊 チー ムの 発表が 終わ った 後は ，ぼく が入 って いる チーム ，イ カの くん せいチ ーム の

の言っ てい るこ とを表 現す る役 だ。 表現す る役 は初 めて だから ，が んば って やらな きゃ 。

発表が つい に始 まった 。ス テー ジの 真ん中 に行 くと ，す ごくき んち ょう して 心ぞう が飛 び

それで 頭が いっ ぱいだ った 。そ のお かげか ，セ ンタ ーの 発表は 自分 でも うま くでき たと 思

出しそ うに なっ た。で も， 練習 だと 思って やれ ばで きる と自分 の心 の中 で言 った。 最初 の

った。

ぼくの セリ フで ，低学 年が かな りば くしょ うし てい て， だんだ んき んち ょう しなく なっ て

「カ ラッ カラ ン。」

きた。 その 後も あゆみ さん のセ リフ にあわ せて ，ぼ くと てんり くん とし ゅん たろう くん が

かなさ んし ゃべ り始め ると ，鳴 子が 小さく 鳴っ てき た。 そして ，み んな がな らび始 めた 。

げきを した 。す ごくう まく いっ てと ても気 持ち がよ かっ た。

センタ ーの 発表 では， きん ちょ う菌 が出て こな かっ たか ら，よ さこ いも カッ コよく 決め た

あと 一つ 大事 なこと があ る。 それ は，北 海道 上ノ 国小 学校の 人が ひろ うし てくれ た， 市

いと思 って いた 。と， その 時，

浦小学 校の よさ こいよ りす ごく むず かしい よさ こい 。旧 笹浪家 チー ムの 発表 が終わ って ，

「カラ ッ。」

前に出 てき て決 められ た位 置に 立つ と，か ずひ さく んの ，

（あっ ！！ ）

「構え ！」

おどり 始め た時 に，鳴 子が 落ち てし まった 。

という 言葉 で構 え始め た。

「ドッ クン ドッ クンバ ック ンバ ック ン。」

「ハッ 。」

きんち ょう 菌が またも や出 てき た。 最後の 最後 なの に。 でも， 見て いる 人た ちは， 何も 言

「ヨー 。」

わずに いて くれ た。最 初は 失敗 した けれど ，最 後は ・・ ・・・ 。そ う思 って ，一生 けん 命

などの 速い リズ ムがあ って 大変 だけ ど，す ごく うま くい った。

やった 。

最後の どっ こい しょで ，と ても 気持 ちがよ かっ た。

「どっ こい しょ ！！」

くい のな いよ うにで きた のが とて もうれ しか った 。

