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「全校リレー」を通して育つもの
校長

金三津

ひろみ

10 月 25 日（木）、今年度最終回となる全校リレーを
行いました。６年生にとっては、小学校最後の全校リレ
ーです。
５月の第１回から、運動会での全校リレーも加える
と、全部で 12 回同じメンバーで走ったことになります。
最終回当日は、学校行事や天気の都合で、９月 28 日に
実施して以来、約１か月ぶりの全校リレーとなりまし
た。１か月前と比べて気温が低くなり、体が温まりにく
いことも影響したのか、めずらしくバトンを落とす場面
も見られましたが、６チーム全てが今年度最高のタイムを記録することができました。１学
期初めの頃と比べると、各チーム 18 秒から 35 秒タイムを縮めたことになります。今年度は、
１チームのべ 43 人がバトンを繋ぎ、１人が 100Ｍずつを走っています。タイムが 35 秒縮ま
った黄チームは、１人当たり約 0.8 秒ずつタイムを縮めたことになります。また、43 人で
走っているにも関わらず、今回１位となった黄チーム（14 分 19 秒）から、６位の青チーム
（14 分 41 秒）までの差が、わずか 22 秒というのもすごいことです。
スタートからゴールまで約 15 分間のうち、各自が走るのはわずか 20 秒ほどですが、走っ
ていない時間も、子供たちにとっては大切な全校リレーの時間です。刻々と入れ替わる順位、
アンカーがゴールするまで、何が起きるか分からない 15 分間、バトンを手に走っている６
人の走者を全校みんなが見守ります。一人一人が精一杯の走りでバトンを繋いだその先に各
チームのゴールがあります。それが分かっているからこそ、毎回、真剣に全力で取り組むこ
とができるのだと思います。
全校 250 人の中には、走るのが好きな子供だけではなく、走るのが苦手、嫌いと言う子供
もいます。速く走れないからと言って責められたり、子供自身がそのことに負い目を感じた
りすることのないようにする指導は何よりも大切にしたいと思っています。また、体や心の
調子は当人でなければ分からないため、走る元気がないときには、担任や保護者と相談の上、
見学することにしています。このように、様々な配慮は必要ですが、本校の全校リレーは、
これからも続けていきたいと思える魅力的な活動です。
どんなに差がついていても力を抜くことなく、懸命に走る高学年の姿をずっと見ているか
らこそ、自分が高学年になったとき、同じようにがんばる子供が育ちます。ドキドキしなが
らバトンを受け取り、苦しい思いをして走る経験を自分もしているからこそ、がんばってい
るチームメイトに声援を送ることができます。全校リレーでは、全員が選手であり、全員が
応援者なのです。そして何より、１年生から６年生まで、全校みんなで同じゴールを目指し
てバトンを繋ぐ、こんな活動は、学校でなければできません。
人にはそれぞれ、得意なことと苦手なことがあります。得意なことは進んで取り組んでも、
苦手なことはつい避けて通りたくなるものです。得意なところを伸ばすことももちろん大切
ですが、苦手なことや嫌いなことに臨むことで育つ力もあります。今後も、仲間と共に協力
してやり遂げることで満足感や所属感を高めるとともに、弱い心に負けずにがんばろうとす
る自制心や忍耐力を育むことのできる活動に取り組んでいきたいと思います。

たかせ小学校『学校ネットルールづくりワークショップ』
10 月 24 日（水）の５・６限、富山県教育委員会主催の「平成 30 年度とやま安心ネット
・ワークショップ事業」（文部科学省委託事業）モデル校として、「たかせ小学校『学校ネ
ットルールづくりワークショップ』」を開催しました。
この事業は、ネット利用の低年齢化に伴い、様々なネットトラブルが生じていることを受
け、子供たち自身がネット利用のルールを考えることを通して、ネットトラブル対策の推進
を図ることを目的とし、今年度、県内４小学校で開催されています。本校では、６年生 42
名が講師の竹内先生（ソーシャルメディア研究会 チーフ技術指導員）の指導のもと、ワー
クショップ形式で「ネットルールづくり」に取り組みました。
アンケート結果の発表
事前に本校の４～６年生に実施したネット利用に関わるアンケートの結果、「携帯電話や
スマートフォンを持っている」と答えた児童は、全体の
半数程度でした。また、その他のタブレットやゲーム機
等の利用も含めて「インターネットに接続している」と
答えた児童は、６年生では男女ともに 90％以上、最も少
なかった４年男子でも 50％を超えていました。中には、
「5000 円以上の課金をしたこと」のある児童や「面識の
ない人とやり取りをしている」児童、動画を見るだけで
なく「投稿したことがある」と答えている児童もいまし
た。
グループで意見をまとめます

ワークショップ
これらのアンケート結果を踏まえて、ワークショップ
では、３つのポイント「①人間関係」「②危険性」「③
時間」について、一人一人が気を付けたいことを考えた
後、グループで意見を交流し合いました。グループ内で
出されるいろいろな意見に対して、竹内先生が「発表し
てくれてありがとう」「確かにそれも大切なことだね」
と共感的に受けとめることで、温かな雰囲気の中、素直
に互いの意見を伝え合う姿が見られました。
各グループの意見を共有します
最後に、グループの話合いで出された意見を「守りた
いルール」としてまとめて発表し、全員で共有しました。６年
生が考えたルール自体は、目新しいルールではなく、これまで
も言われていることがほとんどです。けれども、大人から与え
られたのでなく、子供自身が、「自分を守るために自分で考え
たルール」であることに大きな意義があると感じました。
「たかせ小 学校ネットルール 2018」の提案
この後、６年生は、このワークショップで考えたルールをも
とに「たかせ小『学校ネットルール 2018』」をつくり、全校児
童に提案することにしています。
グループでまとめた意見

たかせ小学校では、今年度も、「テレビ・ゲーム・動画『わが家のルール』を守ろう！」
に取り組み、年間５回のチェック週間（強調週間）を設けています。保護者の感想欄には、
「姉妹で声をかけ合って取り組んでいた」「学習中にテレビを消すことで、集中してがんば
っている」等、子供たちのよい姿が多く記されていました。「自分で決めたルールを守れて
いたので、チェックしない日もがんばってほしい」等の感想もありました。
子供たちが、ネットに振り回されたり、依存したりすることなく、自分のためになるよい
使用の仕方を身に付けることができるよう、今後も、学校と家庭が連携して取り組んでいき
たいと思います。

学校公開にご参加いただき、ありがとうございました。
10 月 24 日（水）の学校公開日には、多数ご来校いただき、ありがとうございました。
３限の学習参観、４限のＰＴＡ教養講座・学校保健委員会、５限の４年「とやま環境チャ
レンジ 10」、５・６限の６年「学校ネットルールづくりワークショップ」を公開しました。
毎回、多数の保護者にご参観いただき、子供たちの成長を願う気持ちや学校に寄せる期待の
大きさを感じています。子供たちのがんばる姿を見ていただけたでしょうか。
子供は、がんばっていること、成長していることを、誰よりもお父さん・お母さんに認め
てほしいと思っています。お子さんの「がんばっていたところ」や「前と比べて成長したと
ころ」について、具体的に伝えていただければありがたいです。
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年

学校保健委員会
ネットルールづくり

とやま環境チャレンジ 10

公民館祭りに参加しました
10 月 28 日（日）旧東布施小学校にて「東布施公民館祭り」、11 月４日（日）親水の館に
て「田家公民館祭り」が行われました。本校の子供たちは、絵画や書写・工作等の作品展示
や「民謡クラブ」のステージ発表、「伝統芸能クラブ」のお囃子協力等で参加しました。「田
家公民館祭り」の際には、ＰＴＡ主催の友愛セールも開催され、大勢の地域住民の方々で賑
わっていました。事前の案内配布に始まり、協力品の収集、仕分け、値付け、販売とＰＴＡ
役員の皆様には、お忙しい中、大変お疲れ様でした。

児童作品展示
民謡クラブステージ発表

ＰＴＡ友愛セール

伝統芸能クラブお囃子協力

朴谷

獅子舞

ものづくり教室作品展示

今後の主な行事予定です

※変更になる場合もあります。

１１月

１１日（日）
１３日（火）
１４日（水）
１５日（木）
１７日（土）
１９日（月）
２０日（火）
２１日（水）
２４日（土）
２７日（火）
２８日（水）
２９日（木）
３０日（金）

県自作童話大会 県駅伝大会 児童クラブドッジボール大会
避難訓練（火災対応）
貯金日（６年） 就学児との交流会（１年） 大縄跳び開始
美術館学習（４年） 学習習慣チェックデー
ＰＴＡ親子活動（校内ウォークラリー） 市幼小中美術展（コラーレ ～１９日）
読書推進期間（～３０日）
防犯パトロール隊の日 鷹施中学校見学会（６年）
読書大好き集会（５限）
黒部市少年少女実践意見発表会（コラーレ） わが家のルールチェック週間（～30 日）
２年校外学習（市図書館・学校給食センター）
個別懇談会（１・５年のみ）
個別懇談会（全学年） 「黒部地場産学校給食の日」
個別懇談会（全学年）

１２月

３日（月）
４日（火）
１２日（水）
１４日（金）
１７日（月）
１８日（火）
２０日（木）
２１日（金）

集金引き落とし日
防犯パトロール隊の日
貯金日（６年）
委員会活動 学習習慣チェックデー
地区児童会・集団下校
防犯パトロール隊の日 薬物乱用防止教室（５・６年）
給食最終日
２学期終業式

１月

７日（月）
８日（火）
９日（水）
１１日（金）
１５日（火）
１６日（水）
１８日（金）
２４日（木）
５日（火）
１１日（月）
１５日（金）
１９日（火）
２３日（土）
１日（金）
５日（火）
１８日（月）
２２日（金）

集金引き落とし日
３学期始業式 校内書初大会 給食開始
貯金日（６年） 校内書初展（～11 日）
委員会活動
防犯パトロール隊の日 校内スキー学習会指導者事前打合せ会
学習習慣チェックデー
校内スキー学習会（４～６年）：糸魚川シーサイドバレースキー場
租税教室（６年）
学習参観・学級懇談会、中学校進学説明会 防犯パトロール隊の日
県書初大会：富山市総合体育館
学習習慣チェックデー
防犯パトロール隊の日
わが家のルールチェック週間（～３月１日）
卒業を祝う会 第２回学校評議員会
防犯パトロール隊の日 「感謝の集い」
卒業証書授与式
平成３０年度修了式

２月

３月

4 時 30 分までに帰宅するよう、声がけをお願いします。
日没の時刻が早くなりました。本校では、冬季間（11 月中旬～３月）は午後４時 30 分
を帰宅時刻としています。６限まで学習のある日は下校が午後４時（スクールバスは４
時 10 分発）頃となるため、寄り道することなく十分気を付けて帰宅するよう指導してい
ます。早い時刻に下校し、遊びに出かける場合も、４時 30 分までには家に帰るよう、ご
家庭でも声がけをお願いします。自転車乗車も４時 30 分までです。強風・雨・雪・道路
が濡れているときには、自転車に乗らないよう注意をお願いします。

