
花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年９月２９日 №４３

１ 教育実習がはじまりました
9月26日（月）から3週間の予定で、教育実習が始まっています。吉浜小学校には2名の実習生

が配置されました。下中敏樹先生、竹内みう先生です。下中先生は3年4組に、竹内先生は2年4組
に入っていただきます。朝、教室で子どもたちを迎えたり、放課に運動場で遊んだりするなど、積
極的に子どもたちと関わる二人の姿がみられます。3週間しっかりと学んでほしいと思います。ま
た、子どもたちにとっても、二人の先生方との時間が貴重なものとなることを願っています。

□下中敏樹先生
愛知教育大学教育学部理科選修の３年に在籍しております下中敏樹

と申します。今回の実習では主に３年４組に入らせていただきます。
初めての教育実習で、自ら授業を行うことも初めてなので緊張してい
いますが、精一杯取り組もうと思っております。自分が学んできたこ
とがどれほど実践できるか分かりませんが、これからご指導いただく
先生方や子どもたちから多くの事を経験させていただきたいと思いま
す。この教育実習を通して魅力ある教師とはどのような教師であるの
かを考え、子どもたちからまた会いたいと思われるような関係を築き
たいと思います。

□竹内みう先生
３週間教育実習をさせていただきます。名古屋女子大学から来まし

た竹内みうです。自分が育った地元の小学校で実習をさせていただけ
ることにとても喜びを感じています。私は児童が安心して学校生活が
送れるような児童の心に寄り添える教師になりたいと思っています。
実習では教育現場で多くの児童と積極的に関わり、児童一人一人の考
えや気持ちが少しでも多く感じ取れるよう頑張っていきたいです。ま
た、先生方の授業やご指導を通して児童が興味をもって取り組むこと
ができる授業づくりについて学んでいきたいです。３週間という短い
期間ではありますが、大学で学んだ知識を基に学校現場でさらに多く
の事を学んでいきたいです。

２ 非行防止、地域・家庭のふれあいに関するポスター・図画について
夏休みの課題（選択制）の一つとして取り組んでもらった「非行防止、地域・家庭のふれあいに

関するポスター・図画」作品募集には市内各学校から376点の応募があったとのことです。うち吉
浜小学校の2名の児童の作品が入選作品として選出されましたのでお知らせします。おめでとうご
ざいます。

□ 優秀賞 5年4組 加藤 凜乃さん
佳 作 6年2組 吉田 琢磨さん
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令和４年９月３０日 №４４

３年生福祉実践教室
講師として、鈴木たかこさん、社会福祉協議会の野田さんに来ていただき、福祉実践教室を開催

しました。講師の鈴木さんからは次のようなお話（概要を記しました）をいただき、その後、車椅
子の扱い等の説明を受け、乗車体験を行いました。

私のような障がいを肢体不自由障がいと言います。肢体不自由には上肢、つまり上半身の障が
いと、下肢、つまり下半身の障がいがあります。私は下肢、下半身の障がいで、立てませんし、
もちろん歩けません。朝ベットから起きたら車椅子に乗って、寝るまでずっと車椅子に乗ってい
ます。
２５年前の猛暑の日に、熱中症のような感じで、ふらっとして２階からコンクリートのところ

に落ちてしまいました。命は助かったものの病院の先生からは、「もう立つことはできない」と
言われました。ショックでした。でも、その病院にはたまたま同じようなケガをした人がいて、
８か月後に退院した後もメールなどでやりとりをし、「頑張って生きていこうね」と励まし合っ
ていました。しかし、その友達は７年後、もう生きていけないと自ら命を絶ってしまいました。
私は外に行きたくない、買い物にも行きたくない、そんな気持ちになりましたが、生きていく

ために隠れるように買い物をしていました。買い物をしていると、「手伝いましょうか」と声を
かけてくださる方がみえるのですが、素直に受け入れられず、断っていました。自分は障がい者
ではない、意地を張っていたのです。しかし、あるとき、小学校３年生くらいの子が、「手伝い
ましょうか」と声をかけてくれました。そして、荷物を車のところまで運んでくれたのです。
私からすれば反対に守ってあげなければならないくらいの子どもが助けてあげたい、手伝って

あげたいと思ってくれたのです。障がい者であることをあんなに認めたくなかったけど、この時、
受け入れることができました。悲観ばかりの人生が一変した瞬間でした。
できなくなったことよりもまだまだできることの方がたくさんあることがわかりました。くよ

くよするよりもできることで１日を楽しむことができるようになりました。趣味もたくさんあっ
て、車椅子ダンスや卓球もやっています。日々、楽しく生活をしています。

３年生の子どもたちは、「福祉実践教室」に向けて、車椅子に乗っての学校生活を順番に体験し
てきました。不自由だという子もいれば、そんなに難しくないという声もありました。「でもトイ
レへは車椅子から降りって普通に入っているので、それも車椅子でやるとすると困ってしまう」と
いう声もありました。こうした体験に加え、本日の鈴木さんのお話を聞いたり、乗車体験をしたこ
とで新たな気づきや学びができたのではないかと思っています。これからの学習が楽しみです。
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よくがんばった前期
早いもので本日で前期が終了しました。終業式では以下のような話をさせていただきました。

みなさん、おはようございます。
今日で前期が終了します。１年のちょうど半分が過ぎました。新しい学年になって半年、どん

なことを頑張ってきたでしょうか。それぞれの学年ではいろいろな行事がありました。そのため
にしっかり準備をして頑張って取り組んだと思います。行事だけでなく、毎日の勉強、掃除や係
の仕事なども一生懸命取り組んだと思います。よくがんばりましたね。
今日、皆さんは通知表をもらいます。これを見ると、この半年間の皆さんの学習の様子が分か

ります。「Ａがいくつあった、Ｃがいくつあった」と、数を数えて喜んでいる人がいますが、通
知表は自分のよく頑張ったところやこれからもっと頑張るとよいところを確認して、次から頑張
っていくための目標を決めるものだと思っています。お家の人ともそんなふうに通知表を見てほ
しいと思います。
さて、４月６日の始業式で、「今年度の最後には、こうなっているといいなという自分の姿を

思い描いて、目標を決めて学校生活を送ってください」という話をしました。覚えていますか。
自分で決めた目標に今どのくらい近づいていますか。まだまだの子もいれば、あと少しという子
もいることでしょう。自分の目標が達成できるよう後期も頑張ってほしいと思います。
先生は４月に吉浜小学校に来ました。初めて出会うみ

なさんのあいさつは本当にすばらしいなと思いました。
毎日、元気なあいさつの声があちこちから聞こえてきま
す。先生が門に立っていると、みんなの方から、ちゃん
と先生の方を見てあいさつをしてくれます。先生はみん
なのあいさつから毎日元気をもらっていました。ありが
とうございました。また、地域の人や中学生が、「小学生
が気持ちのよいあいさつをしてくれる」と話してくれる
ことがありました。みんなのあいさつは先生や友達だけ
でなく、地域のみなさんにも元気をわけてあげているの
ですね。朝、しっかりあいさつができるとみんなも、」さ
れた方も１日元気に過ごすことができます。これをずっと続けていけるといいですね。
最後に、６年生の皆さん、吉浜小学校で過ごすのもあと半年となりました。先日行ってきた修

学旅行では、そこで出会った人たちがみなさんの行動や態度をたくさん褒めてくれました。「小
学生並ぶの速い、静かに待ってる、あいさつすばらしい」などの嬉しい声を聞きましたね。学校
でも皆さんは最高学年として、下級生に素敵な姿をたくさん見せてくれました。避難訓練の後に
廊下や階段を掃除している姿、中庭で遊ぶ一年生を優しいまなざしで見守る姿、困っている１年
生の手を優しく引いてあげる姿、どれも誰かに言われたからやっていることではなく、自分たち
で考えてやっていることでした。新しいことを始めることは大変勇気のいることです。でも遠慮
せずにどんどんやっている６年生を大変誇らしく思います。そして、５年生の皆さん、半年後に
は６年生に変わってこの吉浜小学校を引っ張ってもらわなければなりません。よりよい緑の学校
にするために、積極的な提案がなされ、すばらしい緑の学校にしてくれましたね。６年生の姿に
学びながら来年に向けて経験を重ねてください。下級生の皆さん、高学年のお兄さん、お姉さん
に続いてください。「身の回りの問題に気づき、どうしたらよいか考え、その考えを実行する」
を遠慮せずにやっていける、そんなクラスや学年を創ってくださいね。期待しています。
前期半年間、よくがんばりましたね。これでお話を終わります。

本日持ち帰る通知表。ＡやＣの数は保護者の皆様も気になるところではあると思います。しかし、
よく頑張ったところを認め、これから頑張らなければならないところをお子さんと一緒に確認する
そんな見方をしていただけるとありがたいと思います。そして、この前期を振り返って、お子さん
と話していただき、できなかったことよりもできるようになったことについてしっかり認めてあげ
てほしいと思っています。
この半年間、学校の教育活動にご理解とご協力をいただき、本当にありがとうございました。火

曜日からは後期に入ります。引き続き、よろしくお願いいたします。



花咲く明日を
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おまんと祭りが行われました
昨年、一昨年と新型コロナウイルス感

染症拡大防止のためおまんと祭りが行わ
れませんでした。今年度は、「おまんと
祭り」が、８日（土）は八幡社、９日（日）
は神明社で実施されました。おまんとを
見たり、屋台を回ったりして楽しんだ子
もいれば、パレード（地区廻り）や巫女、
神楽などで参加している子もいました。
久しぶりのお祭りに皆、元気いっぱいで
楽しそうでした。
さて、吉浜地区の「おまんと祭り」の

特徴として、「射放弓（しゃほうきゅう）」
という伝統行事が行われていることが挙

げられます。子どもたちにも
おなじみの射放弓ですが、そ
の歴史についてはほとんど知
られていないのではないかと
思います。私が子どもの頃を
思い出してみると、魔除けに
なるという放たれた矢をなん
とか手に入れようと落下する
であろうところへダッシュし
ていた記憶しかありません。
現在、射放弓を後世に引き

継ぐ皆さんが、より多くの人
々に伝えるため左のようなチ
ラシを作成したり、「ゆみのた
つじん きざえもん」といキ
ャラクターをつくったりしてP
R活動に取り組んでいます。
そこで、吉浜小学校だより

でも紹介させていただきます。
機会がありましたら、ご家族
でも話題にしていただけたら
と思います。
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１ 何の花かわかるかな？
廊下の掲示板（保健室横）に、「何の花かわかるかな」の掲示がありま

す。栄養教諭の大村先生による力作です。思わず足を止めて考えてみま
したが、ほとんどわかりませんでした。友達とああだこうだ言いながら
チャレンジしている子どもたちの姿を見かけます。「ニンジンの花ってこ
うなんだ」、「初めて見たよ」というような会話も聞こえてきました。以
下に写真を示しますので、ご家族で話題にしていただけたらと思います。
（答えは裏面に記します）

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦
２ おめでとうございます
９月１８日（日）、マルヤス岡崎龍北スタジアムで「西三河小

学生陸上競技選手権大会」が行われました。本校４年生の花井萌
彩さんが見事入賞を果たしましたので紹介します。おめでとうご
ざいます。

☆小学校４年生５０M走
第３位 花井 萌彩 記録：８．４２

３ ちょっといい話
修学旅行中のことです。５年生しかいない南校舎３階。清掃時間、５年生の廊下掃除の子どもた

ちが６年生の教室前の廊下まで自主的にきれいにしてくれたそうです。自分の分担場所をきれいに
するだけでも大変ですが、ほんとうによくがんばってくれました。あと半年で現在の６年生に変わ
って吉浜小学校を引っ張っていくんだという自覚や、現在、がんばってくれている６年生への感謝
の気持ちが子どもたちを動かしているように感じました。前期終業式でも話しましたが、「身の回
りの問題に気づき、どうすべきかを考え、そして考えを実行する」そんな子どもたちがいっぱいの
学校になるといいなあと思っています。自分で考え、動いていける子は、この先、どんな世の中に
なろうとも立派に生きていけるはずだと信じています。ご家庭でも子どもたちのこんな様子があれ
ば大いに褒めていただき、自信を深め、次につながるようにしてあげてくださいね。



＜答え＞
① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦
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教育実習が終わりました
３週間に渡る教育実習が終わりました。下中先生、竹内先生にとって教壇に立つということは今

回の実習が初めての経験でした。しかし、そんなことを感じさせないくらい落ち着いた様子で教壇
に立っていました。この実習をとおして、教職につくというより強い気持ちをもつことができたよ
うです。二人は子どもたちに積極的に関わり、関係を築いていました。教育実習生は子どもたちと
も年齢が近いので子どもたちも親しみやすかったと思います。実習生の周りには自然に子どもたち
が集まってきます。しかし、中には実習生と関わりたくてもなかなかできない子どももいるのです
が、そういった子どもたちにも目を向け、声をかけたりしていたということも聞きました。子ども
たちからは、「僕たちが吉浜小学校にいるうちに、本物の先生になって戻ってきてほしい」という
声をたくさん聞きました。子どもたちにとっても貴重な３週間となったようです。

下中敏樹 先生 竹内みう 先生
３週間、教育実習でお世話になりました。愛知 ３週間という短い期間でしたが、学級担任の

教育大学３年の下中敏樹です。今回の教育実習で 鳥山先生をはじめ、多くの先生方にご指導いた
は子どもたちとたくさん関わることができ、よい だき、とても充実した教育実習を終えることが
時間を過ごせたと思っています。子どもたちとの できました。ありがとうございました。最初は、
関わりをとおして学んだことはたくさんあります 楽しみに思う反面、不安や緊張もありました。
が、特に印象に残ったことは、子どもの力を信じ しかし、吉浜小学校の先生方は会うと温かい言
れば、子どもはやってくれるということです。私 葉をかけてくださる先生方ばかりで、とても安
が授業実習で、授業をおこなったときもほとんど 心して実習に励むことができました。学級の子
ヒントを与えず、子どもに実験の仕方だけを伝え どもたちも素直な子ばかりで、子どもたちから
て実験をさせてみると、子どもたちは自ら進んで 学ばせてもらったこともたくさんありました。
実験に取り組み、答えにたどり着くことができま ありがとうございました。教員の仕事は、子ど
した。授業をする前から先生方に、「子どもが助 もたちと一緒に楽しんだり、喜んだり、頑張っ
けてくれるから大丈夫」と声をかけていただいた たりすることのできる素敵な仕事だと改めて感
のですが、この言葉の意味が分かった気がします。 じました。実習で学んだことを糧に、これから
今回の実習は私にとって貴重な経験となっただけ も大学で学びに励んでいきます。たくさんの学
でなく、１日も早く一人前の教師になりたいとい びと素敵な思い出をありがとうございました。
う思いが一層強くなりました。今回の実習で学ん
だことを活かし、勉学に励んでいきます。３週間
ありがとうございました。
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１ 鬼みちまつり

１０月１５日（土）、３年ぶりに「鬼みちまつり」が開
催されました。「鬼みちまつり」といえば鬼みち沿道を
飾る「鬼あかり」が有名ですが、６、７月、「鬼あかり」
の制作に５、６年生が取り組みました。これらの作品
の焼成が終わり、鬼みちまつり会場の一つである森
前公園に展示されました。制作後の乾燥、焼成によ
って、粘土中の水分が抜け若干小さくなり、５年生の
作品は釉薬によって、６年生の作品は燻すことによっ
て色が付けられました。こんなこともあり、自分の作
品がなかなか探せなかった子もいたそうですが、少
し姿を変えた作品に感動したと話す子もいました。
市内小学校5、６年生の作品約８００点が並ぶ光

景はなかなか見応えがありますが、太陽が沈み、作
品にろうそくの火が点けられた様子は大変幻想的で
した。
まつり終了後、会場から素敵な作品の持ち帰りに

ご協力いただきました皆さん、ありがとうございまし
た。

なお、「鬼みちまつり」に先立ち、作品の審査が行われ、金賞には本校の2人が選出されました。おめでと
うございます。

２ 明日はスポーツ大会です
明日は子どもたちが楽しみにしているスポーツ大会です。「家族や先生にがんばっている姿を見せたい」

「学年や学級の仲間との絆を深めたい」など、子どもたちは思いや願いをもって競技や演技に臨もうとして
います。その姿をしっかりと見届け、よかったところをたくさん見つけ、褒めてあげてください。
以前、迷惑駐車があり、運動会中に放送で車の移動をお願いしなければならない学校があったそうです。

小学生といえども自分の家の車の登録番号は分かるのではないかと思います。その子が放送をどんな気持
ちで聞いていたかを考えるとやりきれない気持ちになりました。本校でも明日は駐車場が確保できないため
徒歩、もしくは自転車での来校をお願いします。子どもたちの手本となるような私たちでいたいですね。

☆小学校の部 金賞

吉浜小学校 加藤 晴真さん（５年１組）

鈴木麻波旅さん（６年１組）

月

日
（
日
）
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よくがんばったスポーツ大会



爽やかな秋晴れの中、スポ
ーツ大会を行いました。前日
の最終練習では、子どもたち
は他学年の競技や演技を参
観し、翌日の競技や演技への
意欲をさらに高めていました。
そして、当日は練習の成果を
余すところなく発揮し、素敵な
競技や演技を見せてくれまし
た。自分ががんばること、がん
ばる友達を応援すること、仲間
との絆を深めること、最高学年
としての姿勢を下級生に引き継ぐことなど、それぞれの思いを胸に素敵な姿を見せてくれました。ご参観いた
だきました皆さん、本当にありがとうございました。
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１ ご寄付をいただきました
学年スポーツ大会当日、昭和５７年生吉浜戌亥会様より、

飛散防止フィルム１フロア分のご寄付をいただきました。本
校校舎の外側の窓ガラスには飛散防止フィルムが貼ってある
のですが、廊下と教室間の窓ガラスには飛散防止フィルムが
施工されていないことが先日、分かりました。今後、起きる
と想定されている大地震に備え対策をしなければと考えてい
たところ、昭和５７年生吉浜戌亥会様よりご寄付の話をいた
だきました。とかく厄年記念のご寄付の物品については、形
のあるものや残っていくものが選ばれる傾向にあります。し
かし、吉浜戌亥会様からは、子どもたちや学校が本当に必要
としているものに使っていただきたいというありがたいお言葉をいただきました。ありがとうござ
いました。

２ 赤い羽根協賛児童生徒作品コンクールについて
「つながりをたやさない社会づ

くり～あなたは一人じゃない～」
をテーマに共同募金運動が今年度
も展開されています。
共同募金は、戦後間もない昭和2

2（1947）年に、市民が主体の民
間運動として始まりました。当初、
戦後復興の一助として、被災した
福祉施設を中心に支援が行われ、
その後、法律（現在の「社会福祉
法」）に基づき、地域福祉の推進の
ために活用されてきました。
今年度も共同募金に関する作品募集があり、吉浜小学校から多くの子どもたちが夏休みの課題の

一つとして取り組みました。その中から２人の作品が入選作品として選出されました。おめでとう
ございます。

３ 税に関する作品「習字」について
「税に関する作品」の募集があり、夏休み

の課題の一つとして高学年の子どもたちが取
り組みました。碧海5市から３,３４５点もの
応募があり、この中から6年生の北川さんの
作品が「刈谷税務署長賞」として選出されま
した。刈谷税務署長賞はトップ３の賞になり
ます。おめでとうございます。

４ 火災予防啓発ポスターについて
「火災啓発予防ポスター」の募集があり、

夏休みの課題の一つとして子どもたちが取り
組みました。秋期火災予防運動期間中、「新高
取橋西交差点」にある株式会社スギヤスのＬ
ＥＤビジョンへの掲載作品として、本校児童
２名の作品が選出されました。おめでとうご
ざいます。なお、応募していただいた全ての
作品は同期間中Ｔぽーとに展示されることに
なっています。

赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール

◇書道の部 ◆ポスターの部
濵島 怜さん ５年４組 森 由奈さん ２年１組

＊１１月１７日（木）～１２月５日（月）
Ｔぽーと２階展示場に作品が展示されます。

＊１２月７日（水）～１２月２８日（水）
いきいき広場２階ロビーに作品が展示されます。

税に関する作品
◇習字の部 刈谷税務署長賞

北川 新菜さん ６年２組

＊１１月１１日（金）～１１月１７日（木）
Ｔぽーとに作品が展示されます。

＊「ゼイムだより（刈谷納税貯蓄組合連合会会報）」
で作品が紹介されます。

火災啓発予防ポスター

吉村 操さん ５年１組
山下 泰史さん ６年１組

＊１１月９日（水）～１１月１５日（火）
「新高取橋西交差点」にある株式会社スギヤス
のＬＥＤビジョンに作品が掲載されます。
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カワラッキー賞
高浜市から「カワラッキー賞」の募集があり、夏休みの課題として取り組んでくれた子がいまし

た。カワラッキー賞とは、「高浜市のこども食育の推進を図るとともに、市内の食育の機運を醸成
することを目的として、市内で行われたさまざまな食育活動を広く募集し、特に優れた食育活動を
表彰する」というものです。小学生部門の募集内容は、「食に関する自由研究」でした。小学生部
門には市内５小学校から６３点の応募があり、吉浜小学校からは、次の皆さんが入賞されました。
おめでとうございます。

人間にとって食べることは大切なことで、この点について子どもたちなりの考えに基づいて実践
がなされていたことに感動しました。大変興味深く見させていただきました。
写真は研究のほんの一部分です。１１月２７日（日）９時３０分から１５時まで高取ふれあいプ

ラザ（農業まつりが行われます）で、１２月１日（木）から１３日（火）までＴポートの特設会場
に展示される予定ですので、よろしければ足をお運びください。

２０２２カワラッキー賞

◇ベストカワラッキー賞
板倉 暖己さん ６年３組
研究テーマ「見直そう米粉」
夏休みの昼ごはんに小麦粉からできているパンや麺を食べる機会が増える中、

値上がりのニュースを見てどうにかできないかと思ってこのテーマにしました。
夏休みに稲刈り体験に行って地産地消の大切さを学びました。その時に自分で
刈った稲穂を表紙にかざりました。

◇フレンズ賞(九重味醂(株)賞)
小野田陽毬さん ３年１組
研究テーマ「HIMARIのキラリンゼリー」
なるべく毎日休まずゼリーを作ること、ゼリーがキレイに見えるようにもり

つけをしました。さんこうにした本は私にはむずかしいことばや意味が多く、
わかりづらかったので、お母さんといっしょに意味をしらべたりわかりやすい
ように書いたりしました。

フレンズ賞(Salut賞)
千賀 允道さん ４年３組
研究テーマ「おにぎりンピック」
うまさ、早さ、安さで点数をつけました。

◇カワラッキー賞
山口 奏太さん １年４組
研究テーマ「イーストと、はっこうをしらべてからのぱんづくり」

パンづくりをするだけでなく、パンがどうしてふくらむのかをしら
べて、みやすいようにまとめるくふうをしました。

鑪 一希さん ３年３組
研究テーマ
「ゆめの１スプーンがたツールおき～もうおき場所にこまらない～」
毎日の食事の時におき場所にこまっていたはし、スプーン、ナイフ、フォーク

クなどのたくさんのツールをすべておける長いツールおきを作りました。やく
とゴムの様にかたまるシリコンねん土を使いました。


