十二小だより
オリンピック・パラリンピック教育推進校

青少年赤十字加盟校

特色ある教育活動推進校

10 月号
No.５８３

「法」に関する教育推進校

〒１８７－００３２ 小平市小川町１－４６４
℡ ０４２－３４２－１７６１
Fax ０４２－３４２－１７６０
HP http://www.kodaira.ed.jp/12kodaira/
E-mail gakkou@12.kodaira.ed.jp

読書の秋
副校長 野口 恵美子
朝夕の気温も下がり、秋の気配を感じます。青い空と爽やかな気候、一年で一番過ごしやすい季節を
迎えました。
子どもたちは、本が大好きです。図書室には、連日、本を読みに来る子どもたちで一杯です。
「副校長先生、私、本が嫌いなの。
」と、１学期に一人の女の子に話し掛けられました。
「どうして？本を読むと楽しいよ。一緒に図書室に行こうか。
」と、昼休みに誘ってみました。しぶし
ぶ図書室に付いて来た女の子は、
「私、本、嫌い・・・・。」と言いながら、いろいろな本を見ていまし
た。６年生の男子児童が、シリーズ漫画本を真剣に読んでいました。
「お兄さんが読んでいるのは、お医者さんの話なの。シリーズ本の１冊だけ残っているから読んでみ
る？」と話し掛けると、女の子は、本を受け取り見始めました。小さな声で読み聞かせをしました。昼
休みの時間が終わりました。
「また、見たい。
」と話し、教室に戻っていきました。２学期になり、その
女の子にまた、話し掛けられました。
「あの本、借りたいのに全然、見つからない！」本に興味が出てきたのでしょう。読みたい本を手に
しようと本を探してくれていることを思うとこちらが嬉しくなりました。本を好きになるきっかけは
様々です。
「副校長先生、この絵本読んで。
」と読み聞かせを注文されることもあります。１冊の絵本を持ってき
た男の子は、絵本の主人公の名前をわざと自分なりに一文字変えて私に言いました。私は、主人公の名
前を間違って読んだのかなと焦ったのですが、彼はそんな私の慌てぶりを見ながら、
「正しい名前はどれ
だ！」とばかりに、名前の音の違いを楽しみ、太陽のような笑顔で、けたけたと笑っていました。絵本
をめぐる楽しいふれあいでした。
読書の秋と言われます。図書室には、図書委員会児童が、お勧めの図書を紹介しています。10 月は、
教員のお勧めの本の紹介もしています。日ごろより、保護者の方がたに読み聞かせを続けていただいた
り、図書ボランティアの方々が、子どもたちが楽しく読める図書室の環境作りをしていただいたりして
います。ありがとうございます。
「良書を読むのは良い人との交わりに似ている。
」アメリカの哲学者エマソンの言葉です。子どもを
読書好きにする秘訣は、大人が一緒に本を読むことです。
子どもも大人も、本の出会いから、
「太陽の笑顔」がはじける 10 月にしたいものです。

１０月の目標
生活目標
保健目標
給食目標

『美しい言葉づかいをしよう』
『 目 を 大 切 に し よ う 』
『好き嫌いなく何でも食べよう 』

清掃目標

『道具の後始末をしっかりしよう』

たてわり除草集会

～学校をみんなできれいにしていこう～

9 月 6 日（金）に、たてわり除草活動集会を実施しました。
青少年赤十字委員会の子どもたちの説明を聞いた後に、たてわ
り班に分かれて指定された場所へ移動し、雑草を抜いたり石を
拾ったりしました。暑い中での活動でしたが、子どもたちは額
に汗を浮かべながらも軍手をはめた手を一生懸命に動かしてい
ました。

生活科見学(1 年生)

～羽村市動物公園～

9 月 19 日（木）に、羽村市にある羽村市動物公園へ行きました。大型バスに乗り込み、出発。
子どもたちは目をキラキラさせながらキリンやペンギンなどの動物たちを観察していました。午
前中はクラスごとに園内を見学し、午後に行う写生会のモデルを探しました。午後は、お気に入
りの動物の前に座り、写生を行いました。実際に本物の動物を見ながら絵を描くという贅沢な時
間を過ごしました。
写生した絵は、
羽村市動物公園
の写生会に出展
する予定です。

ハンセン病資料館見学（６年生）

～偏見や差別をなくすために～

９月 13 日（金）東村山市にあるハンセン病資料館へ見学に行きました。事前の学習ではハンセン
病について全く知らない児童がほとんどで、
「人にうつる病気なのかな。」「怖い病気かもしれない。
」
といったイメージをもっていました。資料館では、ハンセン病にかかった人々がどのような扱いを
受けてきたかのお話を伺ったり、当時の暮らしの様子を再現した展示などを見たりして、真剣に学ぶ
姿勢が見られました。学習のまとめでは、これまでの自分の生活を振り返りながら、偏見や差別をな
くすために自分たちができることは何かを考え、今後の人生に生かせるようにしました。

教育実習生

～教員を目指し勉強中～

９月９日（月）から４週間、教員を目指す学生２名が教育実習を行っています。配置学級の授業だ
けでなく、他教員の授業を参観したり、校務についての講話を聞いたりして学校という組織がどのよ
うに成り立っているかについて日々
学んでいます。２週目からは授業実習も
始まりました。授業の準備や進め方、子
ども達の予期せぬ反応などに苦戦しなが
ら一生懸命取り組んでいます。

トヨタ原体験プログラム（５年生）

～クルマまるわかり教室～

９月２０日（金）にトヨタの方に来ていただき「トヨタ原体験プログラム」を行いました。ま
ず最初は、クルマと自動車産業の基礎知識をクイズをしながら楽しく学びました。その後、カー
＆エコゲームをしました。これは、クルマと環境や産業・
経済との関わりを考えるゲームで、今の社会や生活に対する
興味を喚起します。子どもたちはそれぞれのグループに分か
れて、自動車会社となり、会社の利益と環境に配慮すること
を考えながら進めていました。その後の振り返りでも、環境
や社会参画の視点から自分にできることを考えながらまとめ
ることができました。

五中生職場体験

～中学生のキャリア学習～

９月１０日（火）から１３日（金）まで小平第五中学校の２年
生６名が十二小で職場体験を行いました。今年度は６名中５名が
本校の卒業生でした。学校の仕事の様子を見学しながら、後輩で
ある子どもたちとも積極的に関わっていました。小学生と中学生
が交流する素敵な機会となりました。

小平西高文化祭見学（６年生） ～キャリア教育の充実～
今年度も昨年度に引き続き、小平西高の文化祭にお招きいただき、
本校６年の児童が文化祭を見学しました。
。文化祭見学を通して、６
年生は将来の自分の姿を思い浮かべているようでした。また、高校
という場所がどのような所なのかを知ることで、自分の進路につい
ても考えられる良いきっかけとなりました。今後も他校種との連携
を深めていき、十二小の特色ある教育活動を充実させていきます。

１０月の予定
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学校公開日

都民の日
十二小スタンダード確認日
委員会活動
十二小タイム
朝学 ５時間授業
図書委員会集会
十二小読書旬間始（～10/31）
教育実習（終）

1０日（木）は、学校公開日となっ
ています。子どもたちの学習の様子を
是非ご覧ください。

朝会
４時間授業（6-1 のみ５時間授業）
読書マラソン なかよし交流給食
クラブ活動
十二小タイムなし
朝学
学校公開日
セーフティ教室（１・２年生・けやき）
東京ネット教室（３・４・５年、けやき）
給食委員会集会 避難訓練
土曜授業日（公開なし）

【東京ネット教室】

体育の日
読書マラソン
十二小あいさつ運動週間 クラブ活動
十二小タイムなし（2-1 のみ６時間授業）
朝学
生活科見学（２年）
ユニセフ集会

【セーフティ教室】
１・２年生、けやき学級
５校時：体育館にて
◆不審者への対応について、小平警察
署の方々をお招きして学習します。

３・４・５年生、けやき学級
３校時：体育館
◆ＮＴＴの方々をお招きして、最近の
トラブル事例を交えながら、子ども
たちがインターネットを安全に楽
しく使うことができるように学習
します。保護者・地域のみなさまも、
ご参観ください。
※６年生は、２月に情報モラル教室を
行います。

展覧会
来月１１月８日（金）９日（土）に、

オリパラ集会
即位礼正殿の儀
十二小タイムなし
（けやき学級 2～6 年のみ６時間授業）
たてわり遊び週間わり遊び週間
変則特別時程(※各学年だより等参照)
就学時健康診断 １３：００下校予定
けやき学級生活単元学習見学

朝会 十二小マラソン旬間（～11/21）
読書マラソン クラブ委員会なし
十二小タイム
朝学
十二小読書旬間終
展覧会会場準備

１１月の予定
８日（金） 展覧会（児童鑑賞日）
９日 (土） 展覧会（保護者鑑賞日）
２２日（金） 十二小ジョギング大会

十二小展覧会を実施します。
保護者鑑賞時間
１１月８日（金）15：30～16：45
１１月９日（土）8：50 ～16：45
※終了の 30 分前までに入場してくだ
さい。
会場
体育館、図工室
（南校舎２階には、５年生児童の生け
花の作品を展示します。
詳しくは、後日配布しますプログラ
ムおよび十二小だより１１月号をご覧
ください。

