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入学直後、緊張気味の４月、朝顔を植えた５月。

一歩、また一歩、と着実に学校生活をがんばっている様子の新１年生。

そんな新１年生を見守る先生方や上級生。

温かさの中でふと緊張がほぐれ、笑顔の輪が広がります。

ひとりひとり雲梯にチャレンジ！
応援しながら見守ります。「がんばれー！」

いろいろな学年のお兄さんお姉さんと
楽しく遊んで交流しました。

みんなで給食。ニコニコ笑顔。
マスクをはずしたお友達のお顔を見られますね。

何色の花が咲くかな？
名前をつけて大切に育てています。

たくさんの本があって迷いますね。
お気に入りの一冊が見つかるかな？

はじめの いっぽ
ふみだしたよ

いよいよ待ちに待った夏休みです。規則
正しい生活を心がけ、充実した夏休みに
なるようにしましょう。８月末には、心
身ともに大きく成長した子どもたちに会
えることを楽しみにしています。

夏休みにむけて
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藻がたくさん張ったプールの中へ入るのはとてもドキドキしたようです。
しかし、子どもたちの楽しそうな声もたくさん聞こえてきました。
捕まえたヤゴは教室で羽化させることもできました。
自然に触れる貴重な体験となりましたね。

苗植えの体験をしました。
コツを教えてもらいながらそーっと丁寧に

「元気に育ちますように」
と願いを込める子どもたち。
大きなさつまいもが育つといいですね。

友達、先生と楽しく体づくり。
キャッチボールやドッジボール、縄跳び、鉄棒
できることもどんどん増えて
楽しさも日々増していきます。
校庭には賑やかな声が響いています。

雨で延期となってしまった遠足。
しかし、当日は元気に動き回る動物達を観ることができました。
グループごとの活動では、地図を見たり、時間を確認したり、相談しあったり。
みんなで協力しあうことで絆を深めることができました。

ヤゴ取り

体育の授業

さつまいもの苗植え

ズーラシア遠足

2年生

みて
　みて！

いってき
まーす

それっ！

逃げろ〜！

大きく
なあれ！

じょうず
でしょ？
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　今年度に入り、1人1台のノートパソコンが配
付されました。3 年生もゴールデンウイーク
後から "GIGA（Global and Innovation 

Google Jamboard を使ってみんなで付箋作り。
テーマは "食べたい給食のメニュー作り" でした。

　現在は総合の授業での使用が主ですが、今
後は各教科でも使用していくそうです。
　夏休み前の取り組みとして、例えば個々で
作成した図工の作品などをカメラで撮影して
先生に送信したり、情報をクラスで共有して
みんなでディスカッションをしたりなど「発
信・受信・共有」ができるようになることで、
コミュニケーションツールとしても使えるよ
うにしていく予定だそうです。

Gateway for All）端末学習 " をスタートさ
せています。
　初日は、それぞれが「ID と PW を入力し
てログインすること」「NHK for School
のページを開いてみること」に挑戦しました。
　ローマ字の学習は、通常であれば 9 月に
行われているのですが、GIGA端末学習にあ
わせ前倒しで学びを始めています。子どもた
ちは印刷されたローマ字表をそれぞれの端
末に貼り付けて、表を見ながら入力しまし
た。タイピングの練習の一環として、ブラウ
ザ上で遊べる「寿司打」というゲームを使っ
た り「Google Classroom」や「Google 
Jamboard」を使ったりして、課題を提出
することにも挑戦しています。

　6月10日、3 年生の「リコーダー講習」を取材させてい
ただきました。
　子どもたちは、初めてのリコーダーということで、最
初は緊張していたようでしたが、リコーダーのプロ「尾
形先生」の授業は、とても分かりやすく、笑いもありで、
最後まで興味津々に聞いていました！

　そもそも、リコーダーは鳥の鳴き声を真似して作られ
たものだったそうです。先生によると、大昔、CD もテレ
ビもラジオも何もなかった時代、インコやオウムに音楽
を覚えさせて、鳥に音楽を鳴かせたものを聴くという時
代があったそうです。人々は鳥の歌声を楽しんだわけで
すが、鳥に音楽を覚えさせるために使われた楽器がリコー
ダーだっだそうです！　驚きですね。
　リコーダーにもいろいろな種類があり、大きなものか
ら、ミニサイズのものまで、長さの違うものを 5 本見せ
てくださいました。長さによって、低音から高音と分か
れているとのことで、それぞれのリコーダーの特長を活
かした曲を聞かせてくださいました。さすがプロが奏で
る曲は素晴らしくて、子どもたちは拍手喝采でした！

リコーダーという楽器のルーツについて

　最初はみんな思いっきり吹いたので、耳がキー
ンとなるような音でした。先生よりシャボン玉を
膨らませるときのようにというアドバイスがあり、
その後は、とても綺麗な「シ」の音が流れました。

　鬼滅から、ドラえもん、ドラゴンボールまで、
みんな口ずさみながら聴き惚れていました！
　素晴らしい授業を企画してくださり、ありがと
うございました。

みんなで「シ」の音を練習しました

授業の締めは、先生による
スペシャルなリコーダー演奏♪

斜めに構える
歯があたらないように浅くくわえる
シャボン玉のように
優しい息で吹く

先生が最後に
紅蓮華を吹いてくれて、

それがものすごく
よかった！

鬼滅と
ドラゴンボールなどの

演奏がとても
楽しかった！

　　 ちなみに、みんなが使っ
ているリコーダーの正式名
は、【 ソ プ ラ ノ リ コ ー ダ ー】
というそうです。他にも、テ
ナーリコーダー ( 低音 / とて
も大きなリコーダー ) や、ク
ライネソプラニーノリコー
ダー ( 高音 / とても小さくて
胸ポケットサイズ ) など見せ
てくださいました。

大小様々なサイズの
リコーダーを用意してくれて、

それぞれの音域の特徴を
教えてくれたことが

勉強になった。

リコーダーを吹いたのは
今日が初めて。

先生に教えて貰って
音を出したのがすごく

楽しかった。

強く吹くんじゃなくて、
優しく吹くんだよと

教えて貰って、みんなで
音を出したんだよ！

初めてのリコーダー

 チャレンジ！ GIGA端末学習

使用しているパソコンは Chromebook です。
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大きく育て ! 

植えた場所は、連作を避けて肥料を入れるな
どの工夫がされています。大きな実がつけば
タワシになるかも？　収穫が楽しみですね。

ヘチマの世話を担当している実行委員会
では、水やりや変化の様子などを観察
カードにまとめています。つるが巻き付
いていることやくるくるしている形の面
白さを楽しんでいます。また、葉がギザ
ギザしている様子が 1 年生のときに育て
た朝顔の葉に似ていることにも気づいて
いました。葉に直接水を当てると葉が傷
んでしまうという情報を知ると、水をあ
げる方法を工夫している姿も見られまし
た。子どもたちとともにすくすく育って
ほしいです！　 　（平田 晃菜先生より）

１年間、事あるごとに振
り返り、みんなの目標と
して大切にしていけるよ
うなものにしたいと考え
ました。話し合いでは、
少数意見も大切にしなが
ら学級目標を決めました。

学級で大切にしたい
ことをみんなで出し
合い、どれを重視し
ていくかを確認しま
した。いくつかの言
葉に絞り、つなぎ合
わせる形で学級目標
を完成することがで
きました。

どんなクラスにしたいか、みんなで意見を出し合いま
した。共通点を整理しながら、同じ方向をむいて頑張っ
ていけるような言葉を全員で本気で選びました。

クラス目標

授業風
景紹介

５月７日に
植えました

  2月まで観察するよ

１年間この学級で過ごすにあたって
の、頑張りたいことや目指したいこ
とを考えました。思いをまとめる話
し合いをして「これなら頑張れる！」
という目標にまとめました。

「下級生や同級生のお手本になりた
い」という強い意志のもと、具体的
な姿を目標にしました。目標につな
がるキャラクターも考え、より意識
して生活できる工夫を行っています。
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子どもたちは、卒業まで共にするパソコンを １人１台ずつ受け取り「自
分のパソコン」として、責任を持って大切に使っています。５年生は、
来年行く４年生のために、自然教室のプレゼンテーションを Google ス
ライドのアプリを使用して作成しました。タイピング練習もコツコツと
頑張っているそうです。デジタルならではの勉強や意見交流を通して、
学びの充実を期待したいですね！

令和元年12 月に文部科学省より打ち出された「GIGA ス
クール構想」。「GIGA」とは「Global and Innovation 
Gateway for All」の略で、義務教育課程 1 人 1 台分の
コンピュータ端末及び市立学校の高速大容量の通信ネッ
トワークを一体的に整備す
ることで、誰一人取り残
すことのない、公正に個別
最適化された学びを全国の
学校現場で持続的に実現し
ていこうとする取り組みで
す。（川崎市 HP より） PC の充電保管庫の様子

音楽室には、鉄琴、木琴、ピアノ、アコーディオン、打楽器などがあり、
各自やりたい楽器を選んでから、３つのグループに分かれます。 
前田先生のご指導のもと、楽器の出番や音の強弱をグループごとに
話し合い、「リボンのおどり」を演奏しました。

５年生のクラスに１年生
を迎えて、子どもたちが
考えたゲームや出し物を
楽しみました。 つい先
日までお世話してもらっ
ていた子どもたちが、
あっという間にお世話す
る立場へ！ 体格だけで
なく心もぐんぐん成長し
ています。

「GIGAスクール」が
宮崎台小学校でもスタート！

いよいよ高学年！

お当番はローテーションで、配膳はやや人気薄 ?! 
おしゃべり禁止、前向きに食べる、徹底的な感染予防など、
昨年から続くコロナ禍ルールが早く解除されますように。
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6年と1年のペア交流についてご紹介します

6 年生は、
とても親身になってやさしく 1 年生
に接してくれており、掃除の時も、
遊ぶ時もサポートしてくれるので、
とても頼もしく思っています。

異学年交流

秋山先生コメント

　取材した日は、6 年生のグループ 4 名が
1 年生の教室や廊下掃除をしていました。
　床だけでなく、棚や窓の溝まで、ピカピ
カになっていました。
　それぞれの学年の特徴を活かした取り
組みが今後もより良い活動になりますよ
うに応援していきたいと思います。

6 年生が、1年生に、学校内
での生活を教えたり一緒に

遊んだりしています。
● 朝の支度の手伝い、
 教室でのコミュニケーションなど
● 挨拶や、
 下駄箱への靴のしまい方について
● 牛乳パックのたたみ方
● アサガオの種植え
● 定期的に中休みに遊ぶ
● 毎日の掃除の手伝い

クラス毎に、1 年生と 6 年
生のペアになりコミュニ

ケーションを図っています。

手を繋いでいる 6 年生と 1
年生の男の子が、なぜか 2

どのような活動を
しているのですか？

特に印象に残っている
ことはありますか？

交流を通じて期待して
いることは？

担当は
決まっていますか？

人ともお尻が泥で汚れていたのが
印象に残っています。

最高学年としての自覚をも
つことや、考えて行動する

力、思いやりの心を持つこと。
　 遊ぶ内容にしても、1 年生な
らどんなことが楽しいか？できる
か？と考えたり、どうやって話せ
ば伝わるか、わかりやすいかなど集
団の中での伝え方、個人への伝え
方も考えて行動したりすることが
できるようになってほしいですね。

村澤先生にインタビュー 

聞いてみました！
インタビューに答えてくださったのは
6年2 組 村澤先生、1年2 組 秋山先生
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「何かできることはないかなぁ？」という想い
から、父母と先生の会の活動に参加しました。
各委員さんのこと、地域のこと、学校のこと、
欲張りな性格なので、もっと広く知りたいと
考えたので会長になりました。

会の活動の方向性が迷子にならないようにす
ること、大きな方針の部分で学校と調整をお
こなうこと、他校や地域との連携を図り活動
が効果的になるようにすることです。

コロナ禍で直接会ってお話しする機会は少な
いですが、宮前区の学校の会長さんたちとは

飲食を伴うようなイベントは中止し、密になり
やすいイベントは、縮小、分散させています。
状況が許せば、モッチフェスも形を変えて開催
したいと思ってます。まずは、準備や企画をは
じめました。一方で、安心安全、衛生関係の活
動は増やすようにしています。具体的には、係
活動の体制を変えて、美化と見守りの頻度を高
めています。消毒資材の提供なども継続してい
ます。

活動していると子どもたちの成長がさらに身近
に感じられ、自分自身も一緒に成長できるのが
父母と先生の会の良いところです。

繋がっていて、各校の取り組みやアイデアを
共有したり、助言を頂いたりしています。

全ての活動が少しずつ独自です。宮崎台小は
保護者の参加意識が高く、一つ一つの活動が
丁寧に行われていると感じています。

既にコロナ禍で役員会を数回webで開催してい
ます。昨年よりホームページも準備して、情報
発信に力を入れてます。今年は成
人委員長さんを中心にセミナーの
オンライン化、録画配信等、お忙
しい保護者にも届けられるような
チャレンジを始めています。

宮下会長に、委員からの素朴な疑問に答えていただきました！

　　　　　 　「あれ？　広報誌、変わった !?」と思われましたか？　はい。今年度の〈広報誌みやざきだい〉をリニューアルしました！　まず見た目。紙の大きさを変え
冊子タイプにしました。内容は、今までのものを残しつつ新しいものを追加していく予定です。今回は、新学年になってからの子どもたちの様子を各学年ごとに紹介しま
した。委員の皆さん１人１人慣れない部分もある中頑張っていただき、先生方にもたくさんご協力いただきました。無事に発行することができて嬉しく思います。ありが
とうございました。自分の子どもの学年はもちろんのこと、他の学年のページもぜひ見て、読んでみてくださいね。次号は特集ページを掲載予定です。お楽しみに！

　　　　　　　　　　　　　　    　広報委員長 ５年 吉川ひとみ　 表紙写真 ／大原 恵美　イラスト／白井 玲奈　レイアウト／吉田 尚子

 父母と先生の会コーナー

会長になったきっかけや
理由を教えて！

会長の活動内容は？

近隣の学校のPTA 会長と
繋がりがあるのですか？

今後の活動について、
オンライン化は
検討されていますか？

宮崎台小学校独自の
取り組みはありますか？

コロナウイルスの影響で
今までとは同じような
活動ができない中、
縮小・削減できる活動、
逆に子どもたちのために
増やした方がいい活動は
ありますか？

校舎の裏手にあるセンター級の畑に、
今年も野菜の苗を植えました。まず畑
に生えている雑草を抜き取り、スコッ
プで土を耕した後、クワで畝（うね）
を作ります。畝に苗を植えた後じょう
ろで水やりをします。今年はナス、ピー
マン、トマト、キュウリ、シソを植え、
子どもたちは収穫まで雑草抜きや水や
りなど畑のお世話を続けます。収穫し
た野菜は持ち帰り、家で食べます。畑
の活動を通して植物や自然への興味が
わいたり、収穫して食べる喜びを味わっ
たりと、畑からは学ぶことがたくさん
あります。なにより子どもたちが楽し
く活動できるのがいいですね！

６月初めに、自動販売機で飲み物を買う
「買い物学習」をしました。大人から見れ
ば、なんてことないことかもしれません
が、子どもの立場になって気持ちを想像
してみるとドキドキの連続です。「自分の
お財布からお金をだして…落とさないよ
うにしなきゃ！（ドキドキ）」「お金を入れ
る所は……ここだな！お金を横向きにして
……入れる所細いなぁ…落とさないよう
に……（ドキドキ）」「入った！」「えっと、
自分が買いたいのは……これだ！ボタンの
場所が高いなぁ。押すぞ！ えいっ！（ドキ
ドキ）」「ゴトゴトン……出てきた！」買え
た !!!」１つ、自信がつきましたね！

５月１２日、今年度からセ
ンター級の仲間になっ
た１年生（３名）、３年生

（１名）、５年生（１名）と 、
４月に着任した堀 茂子
先生と大和田 陽子先生
をお迎えして、「はじめ
ましての会」を開きまし
た。みんなで鬼ごっこを
して大いに盛り上がりま
した。センター級の先輩

（？）から新しい仲間へ
の心のこもったアイロンビーズのプレゼント！「これからよろし
くね！」と、みんなが笑顔になった時間でした。

センター級

会長の
宮下です！

だいすき

買い物学習

畑の活動

はじめましての会

たのしい

父母と先生の会
ホームページ

編集後記


