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学級役員が決ま

りました
全 て立候 補で 決ま りまし た 。

すば らしい 。やる 気満 々です 。

特 に 、会 長 に 立 候 補 す る のは

勇 気 のい る こ と だ と 思 う ので

す が 、と も こ さ ん は 一 人 手を

挙 げ まし た 。 す ば ら し い 。役

員を 中心に みん なで クラス を盛 り上 げてほ しい と思 いま す。

座席表です

省略 です

早くも「長」がつく人が出ました
そ の地 区に ６年生 がい ない ので やむ を得 ず町内 児童 会の 班長 にな った人 がも うす でに 二

人。 いく みさ んとみ さき さん です 。私 は磯 松地区 担当 でし たの で、 みさき さん の様 子を じ

っく り見 てい ました 。班 長が 一年 生の 教室 から自 分の 班の 一年 生を 連れて くる ので すが 、

磯松 地区 の二 人の一 年生 はな ぜだ か迎 えに 行った ら逃 げ回 り、 追い かける と逃 げ回 り・ ・

・・ ・。 この 繰り返 しで よう やく 始め られ たのが もう 開始 チャ イム から５ 分た って から で

した 。み さき さんは もう すで にお 疲れ モー ド。こ んな こと もす るの もリー ダー なの です 。

大変 なこ とは 山積み かも しれ ませ ん。 しか し、み さき さん は最 後ま であき らめ ずに 一年 生

を話 し合 いを する５ 年教 室ま で連 れて くる ことが でき まし た。 早い 話かも しれ ませ んが 、

卒業 生と なる 日はも う一 年を 切り まし た。 今の６ 年生 の様 子を しっ かり観 察し てお きま し

ょう 。

会 長・ ・・・ ・と もこ さん

副 会長 ・・・ ・け いす けくん

黒 板書 記・・ ・あ すか さん

ノ ート 書記・ ・い くみ さん

みなさんとけるかな？
算 数の 授業 開き 。ク イズ ・パ ズル をし て

頭を 柔ら かく しよ うと いう こと で９ 問の 問

題を 用意 しま した 。こ れは 子供 でも 大人 で

も取 り組 める よう な問 題で す。 果た して 子

供た ちは 解け るか なと 少々 心配 もあ った の

です が・ ・・ 。そ んな 心配 を吹 き飛 ばす か

のよ うに 、子 供た ちは どん どん 問題 をク リ

アし てい く。 頭が 本当 に柔 軟で す。 解け な

くて も 「 先生 、 ヒン ト を頼 み ます 。」 し っ

かり お願 いす るこ とも でき まし た。 その ヒ

ント を も とに 考 え 、「 あ ーー ー 。わ か っ た

ーー ー 。」 解け た とき 、 わか っ たと き の 子

供た ちの 笑顔 って 本当 にい い顔 をし ます 。

（こ れ だ から 教 師は や めら れ ない 。） そ し

てで きた こと を褒 める とま たが んば る。 本

当に 素直な 子供 たち です。

一 問だ けの せま す。 お子 さん と一 緒に 解

いて みませ んか ？

漢字しりとり
国 語の授 業開 き。 班で協 力す る漢 字しり とり ゲー ムを 二つほ どや りま した。

①魚 →中→ 亀→ 飯→ 島・・ ・

お うち の方 々この 法則 わか りま した か？ そうで す。 読み 方が しり とりに なっ てい ます 。

さ か○な →○な か→か め→ めし →しま

練習 とし て全 員 でし りと りを し た後 、班 対抗 の ゲー ムに なり ま した 。制 限時 間 を設 け

たこ とでか なり 盛り 上がり まし た。

②学○校 →○校 歌→ 歌集 →集会 ・・ ・

も うお わか りです ね。 今度 は読 み方 では なく漢 字そ のも のの しり とりに なっ てい ます 。

子 供た ちに は難し いと 思う 熟語 も出 てき て言葉 をよ く知 って いる クラス なん だな あと 思

いま した 。ま た、漢 字学 習も 昨年 まで がん ばって いた みた いで 、漢 字の理 解度 も高 いよ う

です 。漢 字は 生きて いく 上で 子供 も大 人も 大事な もの です 。し っか り学習 ・定 着さ せて い

きた いと思 いま す。

省略し まし た


