
 

 

 

令和３年（２０２１）年１０月２９日（金） 

霜月（１１月）号 

大和市立大野原小学校 

 菊花かおる季節、保護者の皆さま方におかれましては、いかがお過ご

しでしょうか。先日行われました「大野原リンピック２０２１」では、子

どもたちが生き生きと活動している姿をたくさんの保護者の皆さまにお

見せすることができ、安堵しております。また、多くの保護者の方々に、

運営のお手伝いをいただき、大変感謝しております。今後は、「チャレン

ジ泉の森」や個別面談などの行事を予定しています。感染防止に努めな

がら職員一同、子どもたちの成長を願って力を合わせていきますので、

これからも本校の教育活動にご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

先日、ノーベル物理学賞を受賞した真鍋淑郎さん（９０歳）は、イン

タビューで「気候変動で物理学賞をもらうとは思っていなかったので、

びっくりしています。また、非常に光栄に思っています。好奇心で始め

た研究でした。本当に面白い研究というのは、なぜこういう事が起きる

のか、と思える好奇心が大事です。」と話していました。 

 好奇心は誰にでもある感情ですが、好奇心旺盛という言葉があるよう

に、その熱量のようなものには個人差があるのでしょう。様々な物事に

興味・関心を持ち、身近なおとなに質問を投げかけ、更に自分でも調べ

てみる、または、ひとつの事をとことん追求していく、このような人が

好奇心旺盛というのでしょうか。ドリンクバーでいろいろな飲み物を混

ぜ合わせている子どもを見かけますが、まさに好奇心ですよね。お行儀

はあまりよろしいとは言えませんが、子どもの“試してみたい”という

わくわく感は、わからなくもないです。 

好奇心は、自分で行動してみようとする原動力となります。自分に沸

いた疑問のこたえを自分の力で探そうとするのです。また、アニメ、

車、スポーツ、何でも構わないので“はまる”ものが出てきたら、とこ

とんはまらせてあげても好奇心旺盛な子に育ちます。 

さて、お子さんが何かに疑問や関心を持ち、質問してきたらどうしま

すか。親がスマホで調べ、すぐに答えを教えるのはダメです。子ども

は、一見わかったつもりになりますが、心には留まりにくいからです。

親も一緒に調べたり考えたりしてあげましょう。私の息子たちは、保育

園の頃から長い間ポケモンにはまっていました。親も一緒に“ポケモン

言えるかな”という歌を覚えたり、カードを集めたりと親子で楽しみま

した。ポケモン達の名前は、英語由来のものや虫や植物から派生したも

のが多く、それを辞書や図鑑で調べるのも面白かったです。 

幼い頃に得た知識は、長期的に記憶として残ります。好奇心が旺盛な

子どもは、そうでない子よりも学力が高いとの結果がいくつもの調査で

出ています。また、社会性や課題解決力など、身につけたい力も養われ

ます。子どもの、“なぜ？”“不思議！”に付き合うためには、保護者の

心のゆとりも必要ですが、親子で一緒に知りたいことを調べたり、おも

しろいと感動する経験を重ねたりして、子育てを楽しむのも良いかと思

います。                     校長 伊藤英子 

好奇心から生まれる 

日 曜 学校行事

1 月 2計測（2年）  

2 火
情報モラル教室（3,4年）

児童朝会

3 水 文化の日

4 木

チャレプロ(3～6年希望者)

2計測（5年）

給食費引き落とし日前日

5 金
短縮5校時

チャレンジ泉の森

6 土

7 日

8 月

9 火

10 水 2計測（4年） 4校時授業  

11 木 わんぱく活動⑤  

12 金

短縮5校時

チャレンジ泉の森予備日

給食費引き落とし日前日

13 土

14 日

15 月 代表委員会

16 火
4年対話型美術鑑賞教室

避難訓練

17 水 4校時授業  

18 木 寺プロ（3～6年希望者）

19 金
委員会

4年対話型美術鑑賞教室

20 土

21 日

22 月

23 火 勤労感謝の日

24 水 クラブ

25 木

1,2年4校時授業

短縮日課

就学時健康診断

26 金 6年・4-4個別面談①  

27 土

28 日

29 月 個別面談①  

30 火 個別面談②  



 

 

 

 

１年 ☆パワフル 1ねんせいのチャレンジ☆ 

～できっこないをやらなくちゃ ver.～ 
 

入学して初めての、大きな全校行事。緊張もあったと思

いますが、元気に踊って、かわいらしい姿をたくさん見せ

てくれました。4 月にはできなかったことが、チャレンジ

を重ねてたくさんできるようになり、自信満々に踊る様子

が見えました。 

おそろいの青いポンポンが、太陽の光を反射してきらき

らと輝き、小さな 1 年生の大きなパワーを感じさせてくれ

ました。 

 

２年 YUME日和 

～いっぱい伸ばそうやる気の芽～ 
 

 クラスカラーのビニル傘を使ったダンスです。 

 子どもたちのかわいらしいアナウンスから始まり、

「YUME 日和」の曲に合わせて閉じたり開いたり揺らした

りと、すてきなダンスを披露しました。 

 雲一つない青空でしたが、太陽の光が傘を通して地面に

移り、晴れの日の傘の美しさに気づかせてくれました。 

 また、傘を開いているときは隠れて見えなかった真剣な

表情が、傘を閉じたときにふと現れ、“やる気の芽”がぐん

ぐんと伸びたことを感じさせてくれました。 

 

３年 ハレルヤ！ 

～１０２人でキラキラかがやく～ 
 手旗のダンス、右手と左手に違う色の旗を持っているの

で、左右を間違えないようにと低学年より難易度があがりま

す。左手は全員黄色ですが、右手はクラスごとに赤、水色、

緑と色が異なります。 

 風にひらめく旗が、クラスごとにばっちりと色が揃ってと

てもきれいでした。左手の黄色の旗は 102 人全員の気持ちの

かがやきを表しているようでした。 

 踊りきった後の晴れやかな笑顔も、キラキラとかがやいて

いました。 

大野原リンピック２０２１ 



４年 One for all All for one  

つなげ１２５人のわ 
毎年恒例の 4 年生のソーラン節。昨年の 4 年生の踊りを

見た時から、「次は自分たちが」という思いを持って臨みま

した。 

 背中に思い思いの文字を入れた長袢纏をはおり、自分の

体を目いっぱいに動かして力強い踊りを披露しました。深

く腰をおとしたり、腕をいっぱいに伸ばしたりと普段はあ

まりしない動きに、練習中はしんどい思いをたくさんしま

した。しかし本番では、揃った動きに合わせて長袢纏がひ

らめき、125 人の思いが一つになっていることを感じさせ

てくれました。 

 

５年 成長 
 クラスカラーのビッグフラッグを使った演技、ストーリー

性のある構成で見せてくれました。 

 大きな旗を振るたびに鳴る音が、ぴったりと揃っていて、

目でも耳でも楽しませてくれました。また、途中の旗を置い

ての自由演技もメッセージ性を感じさせるものでした。 

 全員そろっての動きだけでなく、少しずつずらしての演技

や、パートに分かれてだんだん増えたり減ったりしていく動

きなど、高学年の“成長”を感じさせてくれる演技でした。 

 

 

６年 一味同心 高いプライドをもって 

心を一つに！動きも一つに！ 
 小学校最後の演技、「さすが 6 年生！」と思わせてくれる

素晴らしい演技でした。沖縄の伝統の踊り「エイサー」を

モチーフに、実行委員を中心に作り上げたダンスを、心を

一つに、動きも一つにして踊りました。 

 クラスごとに色の違う布をつけたばちで、パーランクー

（太鼓）をたたく音もばっちりとそろい、高い空によく響

いていました。黒いシャツに合う引き締まった表情で真剣

に踊る姿が、最高学年の貫録を感じさせていました。 

雨天により 1 日延期となり、10 月２０日（水）に実施となりました。当日は、雲一つない青空の下、それぞれ

の学年が全力を尽くして演技を披露しました。感染症対策の為観覧人数を制限させていただきましたが、皆様の

ご協力で無事に閉会式まで執り行うことができました。 

また、PTA 役員の皆様には、入場整理や駐輪場の整理など多大なるご協力をいただき、まことにありがとうご

ざいました。 



 

チャレンジ泉の森 

 

10 月 25 日（月）2 校時に、チャレンジ泉のグループ会議を行いました。 

 6 年生のリーダーを中心に、当日の計画を立てたり、グループのめあてを確認したりしました。また、事前の

計画ファイル作りでは、6 年生が 1 年生のお手伝いをし、親睦を深めていました。 

 １１月５日（金）には、天候に恵まれ、皆で元気に出かけられるよう願っています。 

 

当日は、実施の有無にかかわらず、全学年短縮５校時授業となります。 

 予備日の１１月１２日（金）も同様に、実施の有無にかかわらず短縮５校時授業となります。 

 また 5 日は、雨の場合も給食はありませんので、おにぎりと水筒を持たせてください。 

よろしくお願いいたします。 

持ち物（再掲） 
〇リュックサックに入れてください。 

・おにぎり２～３個（雨天延期の場合も） 

・水筒（中身は水かお茶） 

・雨具（カッパ） 

・筆記用具 

・マスク（予備） 

・腕時計（時計係） 

※１年生は名札を着用します。 

 全学年、学校で赤白帽をかぶります。 

 

・計画カードファイル 

・ハンカチ 

・ティッシュ 

・敷物 

・お手拭き（除菌シートも可） 

・ビニール袋（ゴミ袋） 

・健康観察チェックシート 

※全学年、学校で赤白帽をかぶります。 

 

先日お知らせしましたとおり、11 月からは短縮日課ではなく、通常日課となります。下校時刻が 9、10 月とは

異なりますのでご注意ください。詳しくは 10 月 14 日配付のお便りをご覧ください。 

また、各学年の下校時刻については、学年だよりにてご確認ください。 

11 月 29 日（月）より、個別面談が始まります。（6 年各クラス及び 4 年 4 組は担任が修学旅行引率のため 26

日から） 

お手数ですが、11 月 1 日までに個別面談希望日記入表（10 月 25 日配付）を各担任にご提出ください。 

各クラスの予定表につきましては、11 月 15 日配付を予定しております。 

 

時節柄ご多忙中とは存じますが、お子様の学校生活や学習のようすなどについてお伝えするとともに、互いに

話し合うことができたらと思います。 

短い時間ではありますが、有意義な時間となりますようご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

当日は、1 階職員玄関前にて、校内の落とし物の展示をしておりますので、お子様の持ち物がないかご確認い

ただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 


