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学ぶ喜び
「学校はけんかするところじゃない、勉強するところだよ！」私が、教職について、間も
ない頃、自国で起こった、政治的迫害から、命からがら日本に逃げ伸び、５年生(実年齢
は中学１年でした。)として、私のクラスの一員となった、カンボジアから来たＫさんの
言葉です。
１９８０年代当時のカンボジアは、想像を絶する社会情勢でした。知的階級層であった、Ｋさんのご
両親も、当時の、社会の波の犠牲となってしまったのです。Ｋさんは、幼い弟の手を引いて逃げる途
中、川を渡らなければ助からない、という状況に追い込まれました。その時、川岸で、おばあさんが
「私を連れっていっておくれと」Ｋさんに取りすがり、懇願したそうです。Ｋさんは「おばあちゃん、
ごめんなさい、私は、弟を連れて、この川を渡らなくはいけないの」と言い残し、川を渡ったそうで
す。その時は、本当に、悔しくてしかたなかったと話してくれました。
彼女は、日本に逃げ延びた後も、その時の光景を思い出し、涙があふれたそうです。そして、たくさ
ん勉強をして、病気で困っている人を助ける「看護師」になろうと心に決めました。そして、見事に、
資格を取り、公立病院の看護師になりました。
当時、病院を訪れる、同じ境遇の人たちの通訳や、
相談相手になるなど、彼女ならではの仕事をなし遂げたのです。
Ｋさんが、クラスメートに言っていた言葉が、今でも心に残っています。「みんなは、本当に幸せだ
よ、ノートや鉛筆があって、教室で勉強できるんだから。私たちは、屋根もない教室で、地面に木の
棒で、字や数字を書いては、消していたんだよ。」
どうしても、希望をかなえたかったＫさんには、仲間の諍いによって、授業が止まってしまう時間す
ら惜しかったのです。
目をキラキラさせて、授業に臨む、そんなＫさんの姿から、私は、教師としてたくさんの事を学び
ました。
人は、なぜ学ぶのか？ いろいろな答え方があると思います。その一つに「よりよく生きるため」と
いう答えがあるとしたら、
「学ぶ」という営みに、終わりはありません。小学校時代の希望を叶えたＫさんも、今は、新たな課
題に向き合っていることと思います。
学校は、確かに学び舎であり、多くの知識を得て、たくさんの経験を積むことができます。しかし、
それがすべてではありません。広い意味で言えば、学びの機会を与えてくれる、
「先生」は、どこにで
もいます。それは、時として、夜空の星、地を這う虫、一冊の本であるかもしれません。
今年も、校長室を訪れる、
「かてべんプレゼンター」の子ども達。その子らしさが光る発表に、いつ
も驚かされます。そして、
「学び続ける」という姿勢さえあれば、自分のまわりのすべてのものが語り
かけ、「学び」という、成長のための「栄養」を与えてくれるのだと教えられます。
かのアインシュタインは、「教育とは、学校で習った知識をすべて忘れた後で、自分の中に残ったも
のを指す」と述べています。学校という立場から解釈しますと。「知識」は、あくまで素材であって、
使わなければ意味がありません。よい素材が無ければ、おいしい料理もできないように、その素材を
どのように活かし、使うかが問われるのです。最近は「地頭(じあたま)を育てる」という言葉がよく使
われます。例えば、自分の力で考える力、あるものを組み合わせて、新しいものを生み出す力のよう
なものです。深見っ子も、地頭を鍛えて、希望溢れる未来の担い手になって欲しいと願います。
校長

山本 博久

＜１年生

歓迎集会

深見っ子よろしくね！！＞

５月１日（火）新１年生の歓迎集会を行いました。
８６名の新しい深見っ子が６年生と手をつないで入場
しました。２年生からアサガオの種のプレゼントをもら
ったあと、１年生から「ふかみしょうがっこうに、にゅうがくして 、うれし
かったことがたくさんあります。」「きゅうしょくが、おいしくてうれしいで
す。」「たいいくで、ゆうぐがたのしかったです。」「みんなとおべんきょう
するのがたのしいです。」「これからもよろしくおねがいします。」と元気い
っぱいのコールの後、
「世界中の子どもたちが」の元気な歌声を披露しました。
全校のみんなでゲームをしたり、深見小の校歌を歌ってもらったり、とても
楽しい時間を過ごしました。これからもずっと仲良く、一緒に深見小学校を築
いてくれる新しい深見っ子の仲間です。

＜いつも見守りありがとうございます＞
５月７日(月)の朝会では、いつも児童の登下校の安全を守ってく
ださっている「見守り隊」のみなさんをお招きし 、感謝の気持ち
を表す会を開きました。
雨の日も風の日も通学路に立って「おはよう!」「いってらっしゃい!」と声をか
けていただいています。見守り隊の皆さんからは、「元気なあいさつが聞けると
うれしいよ。」「絶対に飛び出しをしてはいけないよ。」「みんなのおかげで毎
日がんばれるよ。」とお話をいただきました。見守り隊
の方たちのおかげで、子どもたちは毎日安全に登校でき
ています。児童からは「見守り隊のみなさん、いつもあ
りがとうございます。これからもお体を大切に、ぼくたちのことを見守ってく
ださい。」と感謝の言葉を伝えました。

＜新体力テスト（スポーツテスト）を行ないました＞
５月８日（火）１０日（木）に新体力テストを行ないました。1 年生から４年
生が実施するときには、５，６年生が低学年の手伝いをしました。体力テストの
結果は、各学級より家庭へ渡されます。結果を確認されましたら、一言コメント
を記入して学校へ持たせてください。よろしくお願いします。体力もしっかりつ
けて「じょうぶな深見っ子」を目指していきます。

＜安全教室

１年（歩き方）・３年（自転車）＞

毎年、１年生・３年生を対象に、交通安全教室を行っています。１１日（金）
には１年生が、１５日（火）には３年生が、それぞれ歩道の歩き方や自転車の
乗り方について学びました。大和警察署の方、交通安全母の会の方や地域の方、
交通指導員さんの方々から、道路の歩行の仕方や自転車の乗り方、交差点や踏
切での一時停止や通過の仕方、自転車のブレーキのかけ方などを教えていただ
きました。学んだことをしっかりと身につけて、道路では、事故なく安全に歩
行や走行ができるようにしてほしいと思います。日々、地域の方々に助けられ
ている深見小学校の子ども達は、本当に幸せです。自転車をお貸しくださった
ご家庭の方々や学区で様子を見守ってくださった方々、ご協力いただきありが
とうございました。

＜4 年社会見学

宮ケ瀬ダム＞

４年生は１６日（水）に宮ケ瀬ダムへ社会見学に行きました。
社会科の「私たちが日頃、飲んだり使ったりしている『水』は
どこから来ているのだろう。」という学習を進めました。
水とエネルギー館の見学では、洪水を防ぐための工夫や水道
水の確保などについて学びました。ダム放流の迫力に歓声が上
がり『水』のすごさにも気づいたようでした。私たちの生活を
守ってくれている大切な学習ができました。

＜２年遠足

新江ノ島水族館＞

１７日（木）には、２年生が新江ノ島水族館へ遠足に行きま
した。当初予定されていた４月が雨で順延となり、待ちに待っ
た遠足となりました。いるかの大ジャンプに大興奮、タッチプ
ールの生き物に触れ、大満足の２年生でした。

＜１年遠足

引地台公園＞

２１日（月）には、１年生が初めての遠足に行きました。
みんなで出かける、初めての校外学習です。公園までの
歩き方や公園での遊具遊びなど、一つ一つが新しい学びの
経験でした。楽しく元気に行ってくることができました。

＜6 年修学旅行

日光＞

5 月２６日(土)・２７日(日)の日程で 6 年生が修学旅行に行ってきました。
日光へは、横浜から修学旅行専用列車に乗り向かいました。1 日目は、いろは
坂を上がり、華厳の滝の見学をしました。その後日光江戸村に向い、江戸の町
並みを見学しました。まるで江戸時代に戻ったかのようで、江戸の歴史や文化をおおい
に楽しんでいました。夕刻には宿泊地の春茂登に着き、入浴・買い物・夕食、そして益
子焼きの絵付けに挑戦しました。作品は後日学校に届けられる予定です。楽しみですね。
2 日目は、輪王寺・東照宮・大猷院を見学しました。東照宮ではグループごとにガイド役を決め学習
を深めていました。家族のことを思いながらお土産を買ったり、仲間と楽しい夜を過ごしたり、小学
校生活の貴重な思い出を作るとても良い旅行になりました。

＜家庭訪問

ご協力ありがとうございました。＞

５月２日（水）から１１日（金）にかけて家庭訪問が行われました。学校では見せない子ども達の
様々な面についてお話しすることができ、大変有意義な時間となりました。どの御家庭もお忙しい中、
時間をつくっていただき、誠にありがとうございました。これからも家庭・地域と連携、協力し、笑
顔あふれる深見っ子を育んでいきたいと思います。

＜水泳学習が始まります＞
今年度の水泳学習が６月１１日(月)より始まります。詳しくは、「水泳学習開始にあたって」や、
各学年の「学年だより」をよくお読みください。また、持ち物には、必ず記名をお願いします。

６月の予定
日

曜
日

1

金

2

土

3

日

4

月

5

火

ロング昼休み
４年いのちの授業

6

水

7

木

行事予定

日

５年移動教室（愛川ふれあいの村） Ｐ登校指導

曜
日

行事予定

17

日

18

月

振替休業

19

火

音楽朝会

20

水

21

木

４年環境管理センター見学（1-4 校時）

22

金

給食費引落日

23

土

24

日

安全点検

【Ｐ４校情報交換会 10:00】

５年移動教室（愛川ふれあいの村）

５年振替休業

歯と口の健康週間～6/10

Ｐﾍﾞﾙﾏｰｸ 10:00
Ｐバレー

Ｐバレー

Ｐバレー

（給食費引落予備日）
Ｐ環境美化 9:30
普４（下校 13:15 研究会のため）
クラブ（4,5.6 年 6 校時)
５年電気自動車体験（34 校時）
Ｐバレー

Ｐ環境美化 9:30

8

金

水泳参加承諾書回収〆切

Ｐ役員会 10:30

４年耳鼻科

Ｐ選出委 13:00

Ｐバレー10:30

【Ｐ５校懇親会】

9

土

10

日

11

月

Ｐバレー10:30

25

月

26

火

Ｐ環境美化 9:30

短５（下校 14:15 研修会のため）

プール開き
ベルマーク回収日
６年美術鑑賞教室事前授業（34 校時）
３年総合シリウス見学
代表委員会
第１回学校評議員会（15:30）

27

28

木

29

金

30

土

Ｐバレーボール校内大会 9:00

7/1

日

深見南コミセン 「七夕の集い」

12

火

朝会（要石やすき節の会紹介）

13

水

短５（下校 14:15 研修会のため）

14

木

15

金

16

土

Ｐバレー

Ｐ環境美化 9:30
Ｐバレー
６年対話型美術鑑賞教室（岡本太郎美術館）
３年学年レク（14:45 体育館）

Ｐバレー

大地震発生の想定にともなう引き渡し訓練です。

水

光丘中学校との小中学校一斉訓練です。同日時に
実施します。ご協力、よろしくお願いいたします。

小中学校一斉引き渡し訓練（５校時）

普３ 土曜授業参観（2・3 校時）下校 11:40
４年東京ガス出前授業（2・3 校時）

７月の主な予定
２日（月）普５ Ｐ登校指導 Ｐベルマーク整理 10:00
３日（火）普５
４日（水）２年学年レク
５日（木）委員会(5.6 年 6 校時)
６日（金）給食費引落日 １学期図書貸出終了
６年こころの劇場 ４年学年レク
Ｐ役員会 9:00 Ｐ運営委 10:30

９日（月）５年自転車教室（3 校時)
夏休み用図書貸出開始
１０日（火）ロング昼休み ﾍﾞﾙﾏｰｸ回収日
１１日（水）Ｐ学年委 10:00
１５日（日）開校記念日
１８日（水）給食終了
１９日（木）たひ級体験学習(ﾚｽﾄﾗﾝ)学習
２０日（金）短４（下校 12:05） （給食費引落予備日）
１学期終業式
大掃除

＊予定は予告なく変更されることがあります。どうぞご了承ください。

