ボランティアスクール「横浜みどりの学校ひまわり」

学校だより
平成２４年
4 月号 No.8

個性を認める教育の実践を
学校長 渡辺正彦
未曾有の大災害から１年が経過し、復興・復旧に取り組む人々を励ますかのように今年も桜の花のほころぶ春が巡
って来ました。今後、何度桜を観たら「心から喜べる春」が来るのかと思うと溜め息も出てしまいますが、災害の復
興・復旧は着実に進むことでしょう。
災害の混乱の中、青葉区しらとり台の地に産声をあげた本校もまもなく１年を迎えようとしております。この間、
地域の皆様を始め、多くの皆様方のご支援を受けましたことに、ここに心より感謝とお礼を申し上げます。災害の復
興・復旧が今後、国をあげて気の遠くなるような歳月と血のにじむような努力の上に達成されるであろうように、本
校に通う子ども達もその教育課題の達成には本人はもとより、保護者、周囲の人々の根気強く、血のにじむ様な努力
が必要とされるかも知れません。しかし、日本の復興・復旧はやがて必ず達成される様に彼等、一人ひとりの教育課
題も必ず達成されると私は信じております。本校に通う子ども達がやがて成長し、自らの課題の克服と同時にそれぞ
れの専門分野でわが国の再建のために力を発揮してくれる時が必ず到来することでしょう。その日に向けて我がひま
わりは、本年度も皆様と共に力強く前進して行きたいと思います。
私が教員になった頃には、個別支援学級（特別支援学級）は今の様に各学校に必ず設置されているとは限りません
でした。そんな訳でどの学級にも今より個性的な児童が多く在籍しておりました。
学習が極端に苦手な児童、落ち着きがなく他人とトラブルが絶えない児童、日本史に大変興味を示し歴史年表を丸
暗記している児童などです。他にも運動が全く苦手な児童、興奮すると畑の土の中に潜る児童など等。若い私は、彼
等を少し変わった児童だがおもしろい奴、楽しい奴、と認識して自然と彼等に合った指導をしておりました。そこに
は、障害児と言う認識は薄く、特に個性に合った指導をすると言う認識はありませんでしたが、結果的に個性に配慮
した指導になっておりました。教師の指導姿勢がそのようなため、子ども達も偏見や差別をせず、なんとなく変わっ
た子どもを受け入れておりました。修学旅行で布団の中で失禁した児童のパンツを皆で脱がし、子ども達で相談して、
濡れた布団の奥に隠して帰ってきた事を３０年後の最近、おじさんになった教え子達から酒の席の話題で知らされま
した。当時は、少し変わった子をみんなが日常的にスムーズに受け入れていたのです。最近は医学や検査技術も進歩
して発達障害の児童を早期に診断して適切な指導をするようになりました。それは多くの場合、教師や親の目から観
て、他人と少しでも違うと直ぐに障害を疑い診断を受けさせることによります。診断の結果、発達障害や境界線など
と報告され親は深く悩むことになります。医学と検査技術の進歩で児童の障害が早期に診断され、診断に基づいた治
療と適切な教育がなされるようになったことは、児童にとっても保護者にとってもそして、私たち教師にとっても嬉
しいことなのでしょう。しかし一方で私は、障害と個性の区別はどこかにあるのだろうという疑問につきまとわれる
昨今です。将来診断技術が更に進歩して、
「他人と異なる僅かな事」まで診断されるようになった時、個性の存在はど
うなるのでしょうか。失敗を繰り返すサザエさんは、少しおませなクレヨンしんちゃんは、大胆な発想のこち亀の両
津巡査は一体どんな診断名が付くのでしょうか。興味がある反面、一抹の不安も感じます。
本校では医学的な診断を十分に尊重・参考にしながらも他人との相違をすべて個性ととらえて個性に合った指導を
心掛け日々子ども達と接しております。本年度もこのスタンスを堅持して児童の指導に邁進したいと思います。皆様
のご支援を心よりお待ち申し上げます。

３月の行事から
３月１日（木）

ひな祭りの会

前日の大雪のため、臨時開校となった午前中、
秋山さんの義母様、江原様をお迎えして、野本さ

３月１７日（土）

大野さん帰国

上海から一時帰国された大野さんのご家族が
来られました。この日は、一日超満員状態でした。

んのご指導のもとお雛様作りを行いました。とて
もかわいらしいひな人形ができあがりました。

３月１５日（木） 昭和の文化と教育を語る会
１７名の方が参加されました。第一部として二宮尊徳の教えを考え、第二部として参加者に一言づつ小学校時
代の先生との思い出や家族や友達との思い出などを振り返りました。そして第三部ではカラオケを歌いながら、
校長先生のスイトンや皆様が持ち寄って下さったものを食べながら語る会は終始なごやかな雰囲気のもと終了
しました。

３月１９日（月） 紅白大福作り
ひまわり特製、愛情がいっぱいの紅白大福の出来
上がりです。卒業・進級される子供達へ校長先生と
親からのプレゼントです。

平成２４年度年間予定
月

日（曜日）

行事

月

※フィギアクラブ（フィギアコレクション大会）
２日（月） 新学期開校
４日（水） 駄菓子屋フェスティバル
７日（土） 自分で作る弁当の日
４月

３日（月）

15日（土） 自分で作る弁当の日

９日（月） お花見交流会（十日市場公園 １３時～１６時）

21日（金） お月見と虫の声を聞く会（成人対象）
28日（金） バザー準備会

学校運営会議・ボランティア研修会（10時開始）
（設立趣旨の確認・本年度の指導方針の徹底）

28日（土） 竹の子堀（予定）、端午の節句の会（柏餅作り）
※鉄道教室、撮鉄大会（横浜線を撮る）

３日（水）
10月

バザー準備会

６日（土） 自分で作る弁当の日
７日（日） しらとり台自治会子供神輿
12日（金） バザー前日準備

７日（月） 学校運営会議・ボランティア研修会（10時開始）

13日（土） 第二回バザー（焼きそば・綿菓子・飲み物・瓢箪販売）

20日（日）

※鉄道教室（乗鉄大会、東急こどもの国線試乗会）

平成２４年度学校説明会・子供お楽しみ会
（平成２４年度の学校運営、指導の方針・事務連絡）
保護者企画日・保護者懇談会
自分で作る弁当の日

８日（木）

17日（土）

開校一周年記念祝賀会
２日（土）
（バーベキュー、ソーメン流し、ミニバザー）

25日（月） 保護者企画日・保護者懇談会

収穫祭感謝鍋
スポーツ大会（芋掘収穫・大根抜き・絶好調焼きそば）

28日（水） 保護者企画日・保護者懇談会

11日（月） 学校運営会議・ボランティア研修会（10時開始）
23日（土） 自分で作る弁当の日

学校運営会議・ボランティア研修会（10時開始）

個別指導目標の見直し・修正 ～28日（水）まで
11月 10日（土） 自分で作る弁当の日

※フィギアクラブ（フィギアコレクション撮影会）

４日（火）

保護者企画日（10時開始）・保護者懇談会

学校運営会議・ボランティア研修会（13時開始）
12月 ８日（土） 自分で作る弁当の日

※鉄道教室、野外ジオラマ教室（野外で鉄道模型を走らせよう。）

15日（土） 餅つき大会（餅つき体験・焼きそば・飲み物・瓢箪販売）

※ミニプール、ミストシャワー使用開始

29日（土） 冬休み ～１月６日（日）まで

11日（水） 学校運営会議・ボランティア研修会（10時開始）

７日（月） 学校再開

14日（土） ディキャンプ（テント体験、サイクリング、トコロテン作り）
18日（水） 保護者企画日・保護者懇談会

１月

11日（金）

学校運営会議・ボランティア研修会（10時開始）
保護者企画日・保護者懇談会

21日（土） しらとり台自治会ふるさと夏祭り

12日（土） どんど焼き大会（焼きそば・焼き鳥・飲み物・瓢箪販売）

22日（日） しらとり台自治会ふるさと夏祭り

26日（土） 自分で作る弁当の日

28日（土） さつきが丘東自治会盆踊り

※鉄道教室（鉄道フェア、鉄道コレクション大会）

※鉄道教室、撮鉄大会（田園都市線を撮る）
２日（木） 臨時開校・鉄道教室（プラレール・Ｎゲージ存分遊び）
４日（土） 夏の自然観察・水遊び体験日（どじょう採り・ミニプール）
臨時開校（午後開校）、夏の自然観察（植物観察）
７日（火） 学校運営会議・ボランティア研修会（10時開始）
保護者企画日・保護者懇談会
８月

学校運営会議・ボランティア研修会（10時開始）

３日（木）～６日（日）ゴールデンウィーク連休

26日（土）

７月

学校運営会議・ボランティア研修（10時開始）

バザー準備会
９月 14日（金） 保護者企画日・保護者懇談会

23日（月） 保護者企画日・保護者懇談会

６月

行事

７日（土）～２８日（土）個別指導目標の設定提示

13日（金）

５月

日（曜日）

※フィギアクラブ（フィギアコレクショントーク）

９日（木） 臨時開校日・夏の自然観察（カブト虫観察）
10日（金） 夏休み開始～18日（土）まで
18日（土）
21日（火）
25日（土）

自分で作る弁当の日

２月

４日（月） 学校運営会議・ボランティア研修会（10時開始）
16日（土） 冬の自然観察と冬鍋の会（冬鍋・火おこし・焼芋体験）
27日（水） 保護者企画日・保護者懇談会
※フィギアクラブ（フィギア製作会）
２日（土） 桃の節句の会（雛あられ作り・雛人形作り）

３月 ６日（水）

学校運営会議・ボランティア研修会（10時開始）

個別指導目標の検証 ～30日（土）
18日（月） 保護者企画日（紅白大福作り 芦野講師）・保護者懇談会
28日（木） 春休み ～31日（日）

ひかり苑納涼会（予定）
臨時開校日・夏の自然観察（小動物の観察）
臨時開校日・アイスキャンディー作り
夜の自然体験会
（夜の生物観察・天体観察・カレーパーティ・花火）

その他の主な活動（含む、活動可能）

※印は、実施確定活動

※個別学習指導 （月・水・金・土 講師：浮田先生）

※縄跳び指導 （適宜 講師：校長先生・ボランティア）

※エンジョイ体操 （毎週月曜日 16時～16時30分 講師：赤堀先生）

※イラスト、お絵かき教室 （月１回 講師：野本先生）

※火おこし体験 （月１回 講師：校長先生）

・英語、ピアノ、算盤 （適宜 講師：秋山先生）

※穴掘り体験 （月１回 講師：校長先生）

・手芸教室 （適宜 講師：佐野先生）

※農業指導 （毎週水・土 講師：農業ボランティア・校長先生）
※花卉栽培指導 （毎週水・土 講師：農業ボランティア・校長先生）
※ウコッケイ飼育指導 （講師：校長先生・ウコッケイ飼育担当者）

※鉄道教室 （適宜 講師：校長先生）
・野外教室 （適宜 講師：鈴木景先生）
・お菓子・料理教室 （適宜 講師：秋山先生）

※自転車・一輪車指導 （適宜 講師：校長先生）

※妊婦薪割り体験会 （適宜 講師：校長先生他）

※鉄棒指導 （適宜 講師：校長先生・ボランティア）

※フィギアクラブ （適宜 講師：未定）

４月行事予定表

※各校、園、地域情報を前月20日までにお知らせください。

日

曜

本校関係

地域・他団体行事

1

日

2

月

3

火

4

水 駄菓子屋フェスティバル（11時～）農業活動日 鉄棒教室

5

木

6

金 保護者相談日（午前）

7

土

8

日

9

月 お花見交流会（13時～16時 十日市場公園）

しらとり台保育お話会（しらとり）

10

火

さつき小給食開始・1年懇談会

11

水 農業活動日 鉄棒教室 火おこし体験

12

木

13

金

14

土 農業活動日 校内清掃日（10時)

寺子屋さつき

15

日

しらとり台自治会総会

16

月 エンジョイ体操（赤堀講師）

17

火

18

水

19

木

しらとり台保育誕生会（しらとり）

20

金 テレビゲーム存分日

さつき小授業参観

21

土 農業活動日 鳥小屋掃除（午前）

プレイパーク、さつき小おやじの会総会
しらとり台防犯デー

22

日

青葉台連合自治会
青葉台社会福祉協議会総会

23

月

24

火

25

水 農業活動日 一輪車教室

26

木

27

金 駄菓子屋フェスティバル（11時～）一輪車教室

28

土 タケノコ堀り（予定）農業活動日 校内清掃日（10時）

29

日 昭和の日

30

月 端午の節句の会（柏餅づくり）

しらとり台保育園始業式

区内各小始業式・入学式

自分で作る弁当の日、個別指導目標設定提示（28日まで）
鳥小屋掃除（午後）農業活動

しらとり台保育入園式

さつき小2～6年懇談会
学校運営会議・ボランティア研修会予定（10時 設立趣旨 指導方針他）

商店会防犯パトロール

さつき小PTA運営委員会
さつきはまっこ折り紙教室

農業活動日 鉄棒教室 穴掘体験
イラストお絵描き教室（野本講師）

しらとり台保育健康診断（さつき）

保護者企画日（手芸教室 佐野講師予定）
エンジョイ体操（赤堀講師）、妊婦薪割り体験

今月の指導の重点
・学習指導の充実
・決まりを守る
・友達の尊重

さつき小家庭訪問
しらとり台保育（さつき）お話会・（しらとり）健康診断

各校振替休日

・春の農作物作りが始まります。子供達の野外
活動を活発に行います。
・エンジョイ体操、イラスト教室時はテレビゲーム
を中断します。事前指導をお願いします。

