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『ありがとう』のシャワー
校長
関 幸治
給食の時間が始まって１５分から２０分たつと、校長室の天井からこんな声が響いて
きます。「ありがとうございました。
」ほとんど毎日、給食のある日には同じ声が聞こえ
てきます。最初は気にもとめなかったのですが、いつからか何となく気になるようにな
ってきました。何でありがとうと言っているのか、給食の準備が終わる頃なので何とな
く想像が付きました。一度確認をしたいと思い、校長室に出席表を届けに来る日直に聞
いてみました。
「あなたの学級で、給食の準備が終わる頃に、ありがとうと言っています
か。」
「はい、言っています。
」
「何でそう言っているのですか。」「一生懸命準備してくれ
る給食当番にありがとうです。
」こんなやりとりでした。担任にも聞いたところ、作って
くれる人、準備してくれる人への感謝の気持ちをもたせたいと思ってやっているという
ことでした。
ある雑誌に、
「ありがとう」という言葉を普段からたくさん口にしていると、「ありが
とう」という気持ちを見つけやすくなると書いてありました。この学級での実践は、ま
昨年度のアンケートと比べても
さにこのことであると思いました。給食当番以外の子どもたちは、やってもらったこと
への感謝、当番のいいところを見付けます。給食当番は、自分たちの行為を認められ感
謝の言葉を伝えられます。こういった繰り返しが、自分のよさや友達のよさを見付けら
れることにつながり、一人一人の自己肯定感を高めることになるのではないかと思いま
す。
１０月の学校だよりに書きましたが、今年の学校経営方針の一つは、子どもたち一人
一人が「自分を愛し、自分を敬う」ことができるようにすることです。そのためには、
自分自身に「ありがとう」と言えるようにしていきたいと考えました。自分に「ありが
とう」と言える人なら、自然と他者にも「ありがとう」と言えるということからです。
この学級の子どもたちのように、友達のよさを認め、感謝できる様子から、きっと多く
の子どもたちは、自分自身にも「ありがとう」と言えているのではないかと思います。
「ありがとう」の言葉を浴びると嬉しくなります。その心地よさが心に響きます。何
回も聞きたいと思います。これが今の私の心境です。「ありがとう」、言われて嬉しいも
のの一番にあげられている言葉です。
「自分を愛し、自分を敬う」ことが、この「ありが
とう」の一言で叶うようになる、この信念をもってこれからも続けていきたいと思いま
す。
早いもので、３学期の折り返しの月になりました。まだまだ寒さが続きますが、子ど
もたちには、健康に留意させ、楽しい学校生活となるようにしたいと思います。学年の
まとめを確実に行い、次へ飛躍に向けて教職員一同努力してまいります。
２月１５日（金）から１７日（日）には、展覧会を行います。１７日（日）は正午ま
で開場しますので、皆様ぜひお越しください。お待ちしております。
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２月の生活目標

《２月行事予定》

【寒さに負けず元気に生活しよう】

1 日(金) 入学説明会 書き初め展終
4 日(月) 全校朝会 縦割り班活動
校外学習(3 年)郷土歴史館
5 日(火) 七輪体験(3 年)
6 日(水) B 時程 4 時間授業
7 日(木) B 時程 委員会活動
8 日(金) 体育朝会
5 時間授業(5 年生のみ 6 時間)
12 日(火) 放送朝会
13 日(水) B 時程 避難訓練
14 日(木) お話ポケット
15 日(金) 展覧会(児童鑑賞日)
草田男展始
16 日(土) 土曜授業 わくわくタイム
展覧会(保護者鑑賞日)
17 日(日) 展覧会(保護者鑑賞日)
18 日(月) 放送朝会 縦割り班活動
展覧会(児童鑑賞予備日)
ブラインドサッカー(4 年)
買い物実習(6－2)
19 日(火) B 時程 青南保育室交流(6－1)
校外学習(3－3)みずほ銀行
20 日(水) B 時程 ロングクラブ
3 年クラブ見学
校外学習(3－2)みずほ銀行
買い物実習(6－3)
21 日(木) 代表委員会
校外学習(3－1)みずほ銀行
青南保育室交流(6－2)
買い物実習(6－1)
22 日(金) 港区＆サントリーホール

生活指導部
まだまだ寒さが続いています。今学期も
残り２ヶ月となりました。
今月の生活目標は、「寒さに負けず元気
に生活しよう」です。体調を崩してしまう
と、元気に生活することができません。元
気に生活するためには、寒さに負けない体
作りが必要となってきます。そのために
は、バランスの取れた食事、十分な睡眠、
晴れた日は外で元気に遊ぶことが大切で
す。校庭、第二校庭、中屋上、大屋上、体
育館でのびのびと遊んでほしいと思いま
す。また、遊んだ後は、手洗い、うがいを
忘れずにし、汗をかいたらハンカチで汗を
拭いたり、衣服の調節も忘れずにしましょ
う。寒さに負けない体作りをして、元気に
生活しましょう。
展覧会
『輝く心

広がる思い 青南展』

2 月 15 日（金）、16 日（土）、17 日（日）
は青南小学校の展覧会です。
図工の時間やクラブ活動で制作した作品
が体育館や正面玄関に一堂に展示されま
す。1 年生から 6 年生まで、すべての学年
の展示を見ることができます。絵や版画な

Enjoy!music プロジェクト(4 年)

どの平面作品や、木材やねんどや身近な素

青南幼稚園との交流(1 年)
青南保育室交流(6－3)
職業学習(6 年)

材を使った立体作品、学年で制作した共同
作品など、個性豊かな作品があふれます。
工夫したり、考えたり、楽しみながら取り

25 日(月) 全校朝会(ユニセフ募金について)
26 日(火) ユニセフ募金

組んだ作品には１人１人の想いが込めら
れています。

縦割り班活動(ありがとう 6 年生)

27 日(水) B 時程 4 時間授業
ユニセフ募金
28 日(木) B 時程 ユニセフ募金
委員会活動

是非、ご鑑
賞ください。
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〔環境委員会〕
環境委員会は、青南小学校のエコ活動を推進するために活動しています。
具体的な活動として、月１回の委員会活動では、節電や節水、リサイクル等と関連させて、
環境目標を設定しています。
「教室から出る時は電気を消そう」
「蛇口の水は指１本分の太
さにしよう」など、低学年にも分かりやすく、守れたかどうかが判断しやすい目標を設定
するようにしています。
毎週火曜日には環境委員が各クラスを回り、月の初めであればその月の環境目標を伝え
ます。第２火曜日以降は、その月の環境目標の達成状況をチェックし、達成できた人数を
記録します。環境目標を達成できた人数によってペットボトルのキャップを貼りつけ、エ
コキャップアートとして掲示する活動も行います。今年度のエコキャップアートのデザイ
ンには、富士山を入れることにしました。ご提供いただいたエコキャップは、医療支援、
ワクチン支援等様々な社会貢献活動にあてられています。
また、各教室にミックス用紙とコピー用紙に分けた
回収袋を置き、紙ごみの分別を呼びかけています。毎
週火曜日の活動時には、回収袋を集めて資源ごみとし
てまとめることも行っています。
全校のみんなが、学校以外でも環境を意識した行動
ができるようになることを願いながら、日々活動して
います。
〔給食委員会〕
「給食を作ってくださった方に感謝をし、残さず食べよう。」というスローガンのもと
に、給食委員会は、５年生８名・６年生７名の計１５名で活動をしています。
活動内容は、当番の曜日に、栄養黒板に今日の献立を書き、食材を３つの栄養素に分け
て表示することと、給食の月目標に色をぬって担当のクラスに持って行くことです。さら
に、今年度の自主的な活動として、
「完食・片付けチェック」を毎月一週間することを決
めました。自分の担当しているクラスを一週間忘れずにチェックして、シールを貼ること
はなかなか大変でしたが、お互いに声を掛け合って行うことができました。その結果、ど
のクラスもこの一週間は頑張り、意識は高まったのですが、期間を過ぎてしまうと、残菜
が多くなったり、片付けが雑になったりすることは残念で
した。家庭ではどのように食事を摂っていますか。給食でも
しっかり食べられるように、声掛けをしていただけるとあり
がたいです。ちなみに、２月は 18 日から 22 日に行います。
そして、３月末には記録証や賞状を渡す予定です。
また、２学期の開校記念集会で給食委員会は、ふだん入る
ことができない給食室にある器具についてのクイズを出し、
家庭用より大きいなべや食器洗い器を知らせ、好評でした。
どの児童も頑張って活動している給食委員会です。
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理科公開講座 ～やってみよう ためしてみよう～
理科公開講座が終了しました。今年度は、代表児童の研究発表会を行いました。テーマ
の決め方や実験方法など研究の過程が詳しく紹介されました。なかなか思うようにいかな
かった実験の様子や実験のデータを８００回以上積み重ねて結果を得たことなど、これか
ら研究を行う時の大きなヒントになりました。 体育館のブースでは、理科の授業で行っ
た実験を体験していただきました。身近な蜂蜜に含まれる花粉の観察や磁気ビュアシート
等新しい素材を紹介しました。２校時は、生活科・理科
の授業を行いました。3 校時の特別授業は、実際に海苔
焼き体験をして、海苔の味や香りを楽しみました。また
海苔の使い分けや保存方法を学びました。この取り組み
がご家庭で理科を楽しむきっかけになればと考えていま
す。ご参観いただきありがとうございました。
〔音楽委員会〕
音楽委員会は、毎週月曜日の全校朝会での校歌の指揮、音楽朝会、ミニコンサートの企
画・運営を行っています。今月の１６日にミニコンサートが行われました。音楽委員会は
司会やプログラム掲示、会場設営など協力してミニコンサートを運営しました。出演者の
２・３年生も思いおもいの素敵な演奏をしてくれ、会場はとても温かい雰囲気に包まれま
した。素敵なコンサートになったと思います。
３月５日には、４・５・６年生による今年度最後の
ミニコンサートがあります。音楽委員会も準備を進め、
最後のミニコンサートを成功させようと頑張っています。
玄関ホールが素敵なコンサート会場になる様子が今から
楽しみです。

〔伝統文化クラブ〕
伝統文化クラブは、４年生４名、５年生５名、６年生８名の計１７名で活動しています。
これまで、クラブの時間に書道、昔遊び、落語、茶道、華道を体験してきました。書道は、
毛筆で自分の好きな文字を書き、和室に飾りました。また、副担任の先生に落語を聞かせ
ていただいたり、南京玉すだれを体験させていただいたりしました。茶道は、先代の家元
が青南小学校の卒業生というご縁から、小堀遠州流の講師の先生が指導に来てくださいま
した。お抹茶のたて方や和菓子のいただき方などの作法を教わりました。よい緊張感をも
ちながら、和の心を学びました。華道は、小原流の講師の
先生に来ていただき生け花体験を３回行いました。生きた
お花に向き合い、色合いや向きを考えながら、思い思いに
剣山にさしていきます。回を重ねるたびに、生け方も上手
になりました。日本の伝統的な活動を行うことで和の心を
体感しながら、ゆったりとした時間が流れています。
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