
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ミドリシアター（学芸会） 
  
  １１月１６日（金）・１７日（土）は、緑ヶ丘小学校「ミドリシアター」（学芸会）です。子供たちは、

１０月に入ってから各学年ごとに配役のオーディションや練習に励んでいます。今回、「アウトリーチ」

（仙川劇場）、「芸術家と子供たち」（芸術家等の専門家）といった外部機関の方々の応援もいただきな

がら練習を進めています。今日も６年生が、仙川劇場の皆様のご指導を受けている場面を見ました。“台

詞に色を付ける”“感情移入するために、その状況に類似するような体験等を思い浮かべる”等、具体的

にアドバイスをいただいていました。ご指導を受ける前と受けた後では、子供たちの意識や練習態度が変

わっていることに驚きました。その道の専門家（プロ）に教わるって何かが違うのですね。ミドリシアタ

ーまで３週間を切りました。これからその練習もさらに熱を帯びてくることと思います。 

  学校行事で身に付けることの大きな意義の一つが「社会性」です。社会性を育てることは、人間が人間

らしく生きるための重要な要素です。実践的に社会性を育てるのが学校行事です。学校行事を通して身に

付けられる力は、所属感・連帯感・充実感・達成感・承認の欲求等、たくさん挙げられます。行事へ向け

た指導過程を工夫することで、それらの力の身に付き方は大きく変わるのではないかと考えています。 

そうした意味で、子供たちにとって行事へ向けた学習過程こそが重要な取組になります。 

  ミドリシアターに向けて練習をしていく中で、楽しい劇をみんなで協力して創りあげていこうとする 

一体感も生まれます。子供たちは、こうした行事を通して普段の授業では味わえない大切な何かを学んで

いると確信しています。ぜひ、多くの皆様のご来校をお待ちいたしております。 

 

 

八ヶ岳移動教室（５年生） 
   
  １０月１７日（水）～１９日（金）、５年生が八ヶ岳移動教室に出かけました。学校での出発式では多

くの保護者の皆様に見送っていただきました。子供たちは「みんなで仲良く協力して八ヶ岳を楽しもう」

という目標を立てていました。その目標を達成するためにと言いますか、目標を自分事として受け止める

ために必要なこととして、私から『他人（ひと）のせいにしない！』という約束を守って欲しいという話

をしました。３日間寝食を共にすると、友達の良いところもそうでないところもたくさん見えます。トラ

ブルもたくさん起こります。わがままも言いたくなります。班行動ですから納得のいかないことも我慢し

てやらなければいけないこともあります。そんな中で、“仲良く協力して３日間楽しむ”ことは、なかな

かたいへんなことです。例えば集合時間に間に合わなかったとき。「Aさんがもっと早く準備してくれたら

集合時間に間に合ったのに。Aさんのせいで先生に注意された。」となります。気持ちは分かりますが、 

それなら間に合うようにAさんに声をかけ、手伝ってあげなくてはいけません。何か起こるとどうしても誰

かの責任にしたくなるのが人間の弱さです。その状況で自分の立場で何ができるかを常に考えていくこと

が大切です。私も以前の職場で、そんなつもりはなかったのですが、責任転嫁するような発言をチラッと

したときに、その当時の上司に烈火の如く叱られました。 

  でも、５年生は良い意味で裏切ってくれました。とても立派な行動と態度でした。ハイキングで、疲れ

たもう歩きたくないという友達を、“もう尐し””大丈夫だよ””リュックもってあげるよ”とずっと励

ましていたり。荷物整理を手伝ってあげたり。不満がありながらも班長の指示に従ったり。また、整列す

るときに尐し騒いでいると自分たちで”静かにしよう”と声を掛け合う場面もたくさんありました。自分

たちで自分たちを良くしようとする自浄作用があると感心しました。本当に友達に優しくて愛情のある 

５年生でした。ちなみに、バスの中で子供たちに無理矢理歌わされました！（教員になって初めてバスの

中で歌いました・・・。） 
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優しく思いやりのある５年生。学習の内容も高度になり、委員会活動や学校行事を通して学校

を運営する立場になりました。体だけでなく心も大きく成長しています。そして八ヶ岳移動教室

を経て、また一段と成長した５年生です。移動教室中の子供たちの活動の様子をご紹介します。 

５年生 八ヶ岳 特集号 

【美し森ハイキング・清泉寮】 

・疲れたときに、友達が「もう少しだけだ

よ！」と言ってくれて、支えになりました。 

・木の階段は疲れたけれど、振り返ると絶

景が見られました。 

・ハイキングはとても疲れましたが、頂上に

着いたとき達成感を感じました。 

・ハイキングでは自然案内人の田中さん

に色々なことを教えてもらい、風景など

もきれいでとても感動しました。 

・山道では通り過ぎた人にあいさつができ

ました。 

・日本一美味しいソフトクリームを食べま

した。「さすが！日本一」の味でした。 

・ソフトクリームが美味しくて、ハイキングの

疲れも吹き飛びました。 

【キャンドルサービス】 

・一人一人がろうそくを灯すと、とてもきれい

で感動しました。 

・レクリエーションでは、マイムマイムを踊りま

した。曲のスピードが速くなるととても盛り

上がりました。 

・ばくだんゲームがとても楽しかったです。

学年の皆の仲も深まりました。 



 

【連合音楽会】 

ホール中 きれいなメロディ ひびいてる 

音楽会 ボンゴ動いて あわてたよ 

これまでの 練習思い 深呼吸 

ステージで 始めのあいさつ 顔こわばる 最後の

礼で 力がぬける 

ライト付き トップバッター がんばるぞ 

音楽会 息を合わせて 大成功 

ホールでは いつもとちがった ひびき方 

今までの 練習のすべて 出し切った 教え合い

ながら 助け合ったよ 

ステージで ライトをあびたら ど緊張 

黄金の 楽器をかまえて 指揮を見る まじめにや

ると みんなにとどく 

客席の 緊張感に 負けないぞ 

【クラスのこと】 

だれよりも 友達おもいな 五年生 

休み時間 みんなで遊んだ 宝物 

休み時間 ゴール校庭 競争だ 

５の１は 盛り上がってて 楽しいよ 

５の１は 協力し合える いいクラス 

５の１は みんながみんな あたたかい 

ふだんでは けんかばっかり でも楽しい 

【ほうとう作り】 

・私は２回もおかわりをしてしまいました。やっぱり

自分で作ったものは美味しかったです。こね

るのが難しかったです。 

・美味しくて何回もおかわりしにいってしまいまし

た。皆で作ったほうとうは最高です！ 

・おばあちゃんがプロの技みたいに素早くめん

を伸ばしていてすごいと思いました。 

【農業実践大学校】午前ワークショップ 

(酪農体験) 

・乳しぼりでは「シャー」という音がすると上手なしょうこ

です。上手くできました。 

・１２月に出産予定のメスのお乳をしぼらせてもらいま

した。とても温かく上手にできたのでよかったです。 

・牛の部屋を掃除するとき、とても大変で「牛のお世

話は大変だな」と感じました。 

(チーズ・バター作り) 

・チーズはさっぱりとした味でした。バターは振っても振

ってもなかなか出来上がらなくてびっくりしました。 

(ジャム作り) 

・にんじんやトマトを使った野菜のジャム作りは初めてで

したが、簡単にできてよかったです。シナモンを加え

ただけで味ももっと美味しくなりました。 

(木工体験) 

・白樺の木を切ってブタの鉛筆立てを作りました。ノコ

ギリ、トンカチ、きり、ドライバーなどを使って上手に作

れました。 

【ナイトハイク】 

・ナイトハイクでは、真っ暗で星が見られなかったけれど、皆

で歩いて楽しかったです。 

・「しかが急に出てきたらどうしよう」と考えて歩きました。すごく

怖くて寒かったけれど良い思い出になりました。 

【農業実践大学校】午後ワークショップ 

(森づくり) 

・ノコギリを使って森のお手入れをしました。刈った草

花や枝は身長と同じくらいでした。 

・台風で倒れた桜の木を切りました。幹が太くて切る

のが大変でした。切り株の年輪を数えると６０年くら

いあり、とても驚きました。 

 



１１月の行事予定 

日 曜日 行事予定 

１ 木 開校記念日、リクエスト弁当給食 

２ 金 生活科見学(1 年) 学芸会体育館準備 

６校時(６年) １～５年５時間授業 

３ 土 文化の日、地域運動会、東京都教育の日 

４ 日  

５ 月 クラブ活動、○芸 (２年) 

６ 火 安全指導、さわやかタイム(１、６年) 

ミドリンタイム、商店街見学(３年)、○ア（６年） 

７ 水 たてわり班活動 

８ 木 ○芸 (２年) ○ア（５年） 

９ 金 生活科見学予備日(１年) 

１０ 土  

１１ 日 地域防災訓練(第八中学校にて) 

１２ 月  

１３ 火 さわやかタイム（２、５年） 

ミドリンタイム、○芸 (２年) 

１４ 水  

１５ 木 学芸会準備（６年）、１～５年５時間授業 

○芸 （２年） 

１６ 金 ミドリシアター（児童鑑賞日） 

１７ 土 ミドリシアター（保護者鑑賞日） 

１８ 日  

１９ 月 振替休業日 

２０ 火 さわやかタイム（３、４年）ミドリンタイム 

避難訓練、読み聞かせ(1 年)、学芸会片付け(5 年) 

２１ 水  

２２ 木  

２３ 金 勤労感謝の日 

２４ 土  

２５ 日  

２６ 月 委員会、ペースランニング始（～12/14 まで） 

２７ 火 さわやかタイム(１、６年)、ミドリンタイム 

２８ 水 脊柱側湾症検査（５年） 

２９ 木  

３０ 金 お米出前授業（５年） 

 

 

 

＊ １１ 月 の 生 活 目 標 ＊  

 『協力して進んで仕事をしましょう。』 
 子供たちは、当番活動をはじめ、掃除や係、委員会の活

動と様々な仕事に取り組み活躍しています。役割を分担し

つつ、自分のやるべきことに責任をもって取り組んだり、

協力し合い互いに認め合って活動を進めたりする姿が見ら

れます。先日の就学時健康診断の時も短い時間でしたが、

６年生の児童が率先して準備をしてくれる頼もしい姿が見

られました。これからも、自分のやるべきことを自覚し、

進んで取り組むことができるよう指導、応援していきます。 

ぜひご家庭でも、お子さんにお手伝いや仕事の場を用意

していただき、チャレンジさせてください。 

《タグラグビー大会》 

調布市小学生タグラグビー大会が１０月８日に開かれ、

全小学校から４４チームの参加がありました。緑ヶ丘から

は校庭ボールゲームクラブ中心に１５名２チームが参加

し、カップトーナメント「ベスト４」シールドトーナメン

ト「準優勝」という優秀な成績を納めました。また、女子

の優秀選手に本校の６年２組 清原美帄さんが選ばれまし

た。クラブの時間や朝練の際には、ラグビー外部指導員の

方からも指導をいただき、日に日にチーム力が上がり、当

日は試合ごとに戦術や技能が向上し、どの試合も素晴らし

い試合でした。参加したみなさん、お疲れ様でした。 

 

《ミドリシアター》  

 １１月１６日（金）１７日（土）に、ミドリシアター（学芸会）を行います。行事予定内の○ア、○芸は、それぞれ

「アウトリーチ」「芸術家と子供たち」です。ミドリシアターに向け仙川劇場、芸術家などの専門家の指導を受け練

習に励んでいます。１６日が児童鑑賞日・１７日が保護者鑑賞になります。詳細は後ほどお知らせいたします。是非、

子供たちの練習の成果をご覧ください。 

《 リクエスト弁当給食 》 

 緑ヶ丘小学校の開校記念日は１１月１日です。開校記

念日をお祝いしてリクエスト弁当給食があります。子供

たちが、栄養バランスや彩り、旬の食材を取り入れた美

味しそうな弁当を考えました。鹿島栄養士に助言しても

らいながら、最終審査に残った力作揃いのお弁当の中か

ら、今年度は３年１組 佐田心実さんのリクエスト弁当が

選ばれました。リクエスト弁当給食の取り組みを通して、

子供たちが「食」への関心を深めたことと思います。 

１１月１日の持ち物に関しましては、配布したお手紙を

ご覧ください。 


