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出雲市立神戸川小学校
(文 責  黒 田 )

平和の大切さを学んだ6年生修学旅行
5月 24, 25日 に 6年生が広島,福山方面への修学旅

行に出かけました。
初 日はあいにくの雨とな りましたが,平和記念公園での

平和学習をしました。最初に原爆の様子を語 り継いでお ら
れる寺本貴司さんのお話を聴き,戦争の恐ろしさ,平和の
大切 さをしっか りと学びました。その後 「原爆の子の像」
の前でみんなで作つた千羽鶴をささげ,原爆資料館を見学
しました。午後は官島の厳島神社を見学 しました。ちょう
ど引き潮の時間帯で,赤い大鳥居の下まで歩いていくこと
が出来ました。竹原市の旅館で一泊 したあと, 2日 日は 」
FEスチールエ場を見学 し,鉄鋼業について学習 しました。
そして,午後は福山市の遊園地 「みろくの里」で修学旅行
の楽 しい思い出づくりをしました。このころにはすっか り
天気もよくなり,みな大はしゃぎでした。歴史や産業,平
和について見学や体験を通 して学ぶことのできた有意義な
2日 間でした。

実際に戦争を体験された寺本さんの
話を聞き,日 っていたより戦争は苦 し
いものだなと感 じました。今は当たり
前にあるようなものも,当時は全て戦
争で奪われました。ぼくが寺本さんの
言葉で一番心に残つているのは「平和
の原点は仲良<すること」という言葉
です。学校でもみんなと仲良<過 ごし
たいと思います。(6年生の感想より)

5年生江津少年自然の家研修
6月 5～ 7日 , 5年生が江津少年 自然の家での 2泊 3日 の宿

泊研修を行いました。集団宿泊生活を通 して規律 。協同・友愛
・奉仕の尊さを学び,高学年 としての意識や行動を育てること
を目的に,毎年 5年生が行つている()の です。火おこし,炊飯
活動,冒険の森,キ ャン ドルのつどい,オ リエンテー リングな
ど自然の家ならではの活動を行いました。火おこし道具を使つ
て苦労してつくった火,か まどを使ってつくったご飯,友だち
と協力したふとんのシーツかけ…様々な体験を通 して仲間との

協力の大切さ,ま た日頃の家族のありがたさを感 じたのではないでしょうか。学校ではできない
たくさんの体験から多くを学んだ研修 となりました。この学びが, これからの学校生活の中にも
生かされていくことを願っています。

交通安全教室
5月 23日 , 30日 の 2日 間,全校児童

を対象に交通安全教室を行いました。 1,
2年生は道路の渡 り方, 3～ 6年生は自転
車の安全な乗 り方について実技指導を行い
ま した。保護者の皆様には自転車の持ち出
しへのご協力をありがとうございました。           R      ■  |
当日は出雲警察署,出雲西交番,地域の神門交通安全対策協議会,古志交通安全委員会の皆様

からご指導をいただきました。交差点などでの一時停止,左右後方確認をしてからの発進,安全
なブレーキの仕方など, 日頃の運転を振 り返るよい機会 となりました。 日頃地域で自転車に乗る
こと1)多い小学生ですが,時々道路の右側走行や並列進行など,危険な場面が見られることがあ
るようです。また自転車の運転に十分慣れていない子もいるようです.ま た地域の方から「道路
で危険な遊びをしている。」「下校中に道幅いつばいに広がって歩いていて危険。Jな どのお知らせ
をいただくこともあります。学校で {)指導 していますが,家庭でもご指導いただくとともに,地
域でも引き続き見守 りをよろしくお願いいたします。



「くにびきエコクラブ」親子エコチャレンジ講座
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[7月 の主な行事予定]

(月 )4年生社会科見学
(火)クラブ活動
,6(水 ・ 木)4年生科学館学習
(金)地域あいさつ運動
(火)委員会活動
(水)なかよし学級校タト学習
(木)分団公開日・ P tt A心 肺蘇生法講習
(金)地域あいさつ運動
(水)給食終了・大掃除
(木)終業式 。水泳部出雲プール練習
(金)夏季休業開始
(金), 24(月 ), 27(木 )

学期末個人懇談
(火)出雲市中部ブロック水泳大会
(金),31(月 )水泳教室 (河南中水泳部)

(日 )P tt Aカヌー体験活動

6月 16日 ,“地球温暖化を予防 しよう"“ ごみを少な
くしよう"と

,い 松江市を拠点に環境保護活動を進めてい
る 「くにびきエコクラブ」 (代表 :山 口信夫さん)の皆さ
んによる,環境創作劇 との上演 とエコチャレンジ体験教
室を開きま した。毎年県下の 6校程度の学校で実施 され
ているもので,今 回初めて神戸川小においでいただき ,

4年以上の児童が参加 しました。
環境創作濠1「 宍道湖の夜明けJでは,地球温暖化によ

つて海面が上昇 し,宍道湖が海になることでしじみが絶滅するとい うス トー リーのお話を,会員
の皆さんによる表情豊かな濠1で演 じられました。

また, ゴミの分別体験では,代表児童が袋に入つているごみを,紙パック,アルミ缶,新聞紙
など10種類のゴミに分別する学習を行いました。 日頃からゴミ出しの手伝いをしている児童も
多くあり,改めて正 しい分別の仕方を学ぶことができました。会の終わりには,子 どt)た ちから
いくつもの質問が続き,環境問題や リサイクルヘの関心が高まったひとときとなりました。

地域のみなさんといっしょに
いもの苗うえ・ ひまわりの種まき

6月 1日 ,地域の慶人会,民生児童委員の皆様のお世話をいた
だき,学校西門横の畑で 1, 2年生がサツマイモの苗植 えを行い

ました。畑の うねづ くりやマルチがけなど,た くさんの準備 をし
ていただき大変お世話にな りま した。一人一人にていねいなご指
導をいただき,無事に苗を植 えることができま した。

また 6月 12日 には神門地区農地と水と環境を守る会の皆様にお世話をいただき,出雲西校近
くの畑で 1年生がひまわりの種まきを行いました。当日は河南中学校 3年生の皆さん,幼稚園 ,

保育園の皆さんと一緒に活動 し,異年齢交流の場に{)な りました。中学生と手をつなぎ,や さし
く教えてもらいながら種まきをする姿はとてもほほえましい光景でした。 8月 後半には畑一面に
ひまわりの花が咲く予定です。

～ あ と が き ～

毎週月曜日は職員会議があるため,子ども
たちは5時間授業の後,普段より早<下校し
ます。しばらくすると芝生のある第一校庭に,

子どもたちが次長と遊びにやってきます。そ
して必ずと言つていいほど野球が始まります。
よく見ると様友な学年の子がいます。審判が
いるわけではないですが,自分たちでルール
を守って遊んでいます。昔はどこにでも見ら
れた風景ですが,なぜかとても懐かしいもの
を見ている気分になります。

今の子どもたちはゲームばかりして外で遊
ばない,音のように異学年で遊ばない…とい
うことをよ<耳にしますが,神戸川にはまだ
まだ昔ながらのよい遊びの環境があるようで
す。大切に見守りたいものです。

【校長 黒田 誠】

あ ιlがこうございきした～地域の皆様のご支援,ご協力にILよιl感謝申しあIf春す～
○交通安全教室のご指導 …出雲西交番,神門交通安全対策協議会,古志交通安全委員会

の皆様
○いもの苗 うえのご指導 …慶人会,民生児童委員の皆様
○登校時の見守 り    …見守 リボランティアの関係の皆様
○地域あいさつ運動   …ご参加いただいたあいさつ運動協力者の皆様
○朝のお話宅配便    …読み聞かせボランティアの皆様


