
 

 

 

 

  

 

 ４月２８日、４．５年生が籾の種まきを

た。まずは、育苗箱

平らにする道具を使って、余分な土を削ればいい

のですが、ほとんどの子どもが慎重に少しずつ土

を入れており、緊張している感じでした。

次に籾だねを均等に蒔きます。少しずつ、少し

ずつ丁寧に蒔いていく子どももいれば、割と大胆

に蒔いて後から調整していく子どももいて、個性

がうかがえました。本来はこの後、田んぼに苗

のハウスを作って

のため、ハウスづくりは長尾さんにお願いするこ

とになりました。

て、６月の頭には全校で田植えをする予定です。

作業の説明はもとより、道具の準備や段取り

等、長尾嘉泰さんご夫妻のご厚意で今年も米作り

の学習がスムーズにスタートできまし

習のコーディネーターの帆足さんもいろいろと

アドバイスしてくださり、楽しい体験のひととき

となりました。

ているようですが、学校で、友だちと、自分たち

の力で取り組むことに大きな意味があります。粘

り強くお世話をし、お米の作り方だけではなく、

農家の方の知恵や願いをしっかり学べるといい

と思います。
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方々との対面式がありま

した。

パーを着て、大きなのぼ

りを持ちながら

とてもインパクトがあり

ました。

後、地区ごとに分かれ、子どもたちも一人一人

自己紹介をしていきました。顔見知りだった

り、家が近所だったりする方がほとんどなの

で、ちょっとはにかみながら握手をする姿が印

象的でした。

登下校だけでなく、日常的に子どもの様子を

気にかけ見守ってくださっていることを

有難く

いいたします。

む交通事故の危険について学習した後、低学年

は横断歩道を使った歩行練習を行い、高学年は

自転車の模範的な通行の仕方を体験しました。

低学

もが多く、「車は地面から来ませんよ。」と、声

をかけられていました。

高学年は

合った自転車に乗ることの大切さが実感でき

たようでした。

遊びに夢中になっていたり、安全点検を怠っ

たために事故につながった

るそうです。学習したことを忘れずに、“自分

の命は自分で

ね。
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