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深めよう絆 高めよう自分 地域の一員として！
～5年生自然教室～ ～上倉ごみ拾い大作戦～

９月２５日（月）～２８日（木）、５年生が ９ 月 ２ １ 日
新城市にある安城市作手高原野外センターで自 （木）、今池小
然教室を行いました。「深めよう絆 高めよう 学校児童会の伝
自分」をスローガンに、６７人の仲間と一緒 統 行 事 で あ る
に、家族と離れて３泊４日を過ごしました。 「上倉ごみ拾い

１日目のキャ 大作戦」を行い
ンプファイヤー ました。全校児
では、杉山先生 童で上倉地区の
と有志児童によ ごみ拾いを始め
る出し物やゲー て今回で１０回
ムで大いに盛り 目になります。
上がりました。 今回も、岡本
１学期の終わり 会長を始めとし
から練習を重ね た今池町内会の
てきた火の舞も 方、稲垣会長を
迫力ある舞で、 始めとした今村

大きな拍手を受けました。 環境保全会の方、
２日目のあまごつかみでは、捕まえたあまご 日本水産安城工

の内臓を自分で取り出した後、炭火で焼いてい 場の方、水土里
ただきました。目の前のあまごの命をいただく （みどり）ネッ
経験を通して、「命」について深く考える機会 ト の 方 、 そ し
となりました。夕食は、初めての自炊でカレー て、保護者の方にもご協力いただき、活動しま
ライスを作りました。班で協力をし、頑張って した。
起こした火を消さぬよう苦労しながらも、おい 子どもたちは、それぞれの学年に割り当てら
しいカレーライスを作ることができました。 れた範囲で、びんや缶、タイヤのフレームや壊
３日目に行った備品返納では、「来たときよ れた傘などを一生懸命に拾いました。活動後、

りも美しく」を実行するために、飯ごうや鍋な 子どもたちは、「私たちがごみをポイ捨てする
どをていねいに洗いました。備品返納前に時間 人にならないように、ごみ拾い大作戦をやって
を見つけては、備品をしっかりと洗っていた班 いることがわかりました｡｣「これからも私たち
が多かったため、とてもはやく備品返納をする から地域の方に協力をして、町をきれいにした
ことができ、カウンセラーさんからもお褒めの いです｡｣と感想を述べていました。
言葉をいただきました。夜には、管理棟でキャ

ンドルサービスが行われました。係児童やカウ チャレンジしてます
ンセラーによるゲームの後、一人一人がキャン ～第7回全校朝会～
ドルを手に、３日間を振り返りました。杉山先
生、齋藤先生の話を聞いて、感謝の気持ちや家 １ ０ 月 ３ 日
族のありがたさが心にしみた一時でした。その （火）、第７回
後、保護者の方からの手紙を読み、保護者の方 全校朝会を行い
の思いに触れ、更に感謝の気持ちを高め、返事 ました。毎回行
を書きました。 っている「先生
４日目は、４日間お世話になった野外センタ からのお話」は

ーの大そうじの後、退村式を行いました。管理 １年２組担任の
人の島さんから「この４日間の経験を学校生活 神谷茉里先生が
で生かしてください。また、作手に遊びに来て 行いました。

ください｡｣とお 神谷先生は、
言葉をいただき 「今、チャレン
ました。 ジしていること」について話をしてくれまし
４日間、大き た。「チャレンジ」は、今年度の今池小学校の

なけがや病気も 合い言葉です。神谷先生は、１年前からフルー
なく、みんなで ト演奏にチャレンジしているそうです。その練
協力し、スロー 習の成果を、浅井先生、スクールアシスタント
ガンを達成でき の成田さんと一緒に全校に披露してくれまし
た素晴らしい自 た。子どもたちは、神谷先生のチャレンジ精神
然教室でした。 を感じとり、うっとりと聞いていました。
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自然教室を終えて
きずなを深められた４日間

（前略）３日目の夜のキャンドルサービスで、私は司会を務
めました。前半は、レクリエーションで、みんなで笑ってでき
たのでよかったなと思いました。後半は雰囲気ががらっと変わ
り、聖火の子たちが入場してきました。会場の真ん中の木に少
しずつ火がともっていくにつれて、私の緊張もどんどん高まっ
てきました。なぜかというと、長いせりふがもうすぐあるから
です。とうとう真ん中の木に全部火がともり、せりふを言うと

きになりました。少し間違えたけど、きちんと言えてよかったです。最後に、みゆき先生の
「一人一人が持っているキャンドルの先には、いろいろな物が見える｡｣というお話で、みんな
の心が一つになったなと思いました。なぜかというと、みんなが一言も声を出さず、じっとキ
ャンドルの先を見ているからです。私は、５年生の力は最強だなと思いました。
最後に、この自然教室をやって本当によかったと思いました。辛くて家に帰りたいときもあ

ったけれど、みんなとたくさんの壁を乗り越えることができたんじゃないかと思います。これ
からの学校生活でもいろいろな辛いことがあると思います。そんなときは、みんなと「協力」
することを思い出して、がんばっていきたいと思います。

５年１組 岩﨑 彩永

自然教室で心に残ったこと

（前略）キャンドルサービスで、ぼくたちは「わたしは誰でしょう」クイズをやりました。
最初の問題は難しそうだったけれど、正解の班があってびっくりしました。ぼくは間違えずに
問題を出せたのでよかったです。みんなは楽しそうにしていたのでうれしかったです。「わた
しは誰でしょう」クイズは、ぼくたちがみんなで楽しめるように考えたゲームなので、みんな
が楽しそうにしてくれたので、すごくうれしかったです。すごく前からアンケートをとった
り、出す問題を選んだりしていたので、大変だったけれど成功したのでよかったです。がんば
ったかいがあったなあと思いました。
次に、キャンドルのレクリエーションの人が６つの火をつけました。それは、自然教室で成

長したことだったので、自分はできたかなと思いながら見ていました。そして、キャンドルの
レクリエーションの人たちにろうそくをもらって、みんなで火をつけました。歌を歌った後、
火を消しました。そのとき、前の人が「その火は消えてもみんなの心の中でずっと輝いていま
す｡｣と言ったことが心に残りました。その後に、先生からの話を聞きました。まず、翔一先生
の話では、いろいろなことを褒めてくれたのでよかったです。次のみゆき先生の話では、泣き
ながらいろいろなことを話してくれたので、自然教室がちゃんと成功したんだなあと思いまし
た。
その後に、クラスごとに別れたので何かなあと思っていると、お母さんからの手紙がありま

した。もう終わりだと思っていたので、びっくりしました。手紙を読んで一番感動したところ
は、ママの子どもに生まれてきてくれてありがとうと書いてあったことです。それを見て、少

し泣いてしまいました。そんなことを書いてくれたの
で、すごくうれしかったです。また、帰ってきたらた
くさん話を聞かせてねと書いてあったので、たくさん
話をしてあげたいと思いました。
ぼくは、自然教室でみんなで協力することの大切さ

が分かりました。学校での学芸会などでも協力したい
です。

５年２組 一戸 優真

すてきな教員を目指して

１０月２日（月）から教育実習が始まりました。本校では２名
の学生が実習してます。
（左側）５年１組担当 林 祐太朗さん（３週間）

※明るく元気にがんばります。

（右側）２年１組担当 稲熊 愛理さん（４週間）
※笑顔でポジティブにがんばります。



山の小さな学校体験に参加して
私は、８月２８日から２９日まで新城市にある根羽小学校へ行きました。その中でびっく

りしたことは五つあります。
まず一つ目は、放課は体育館が使えることです。今池小学校では人数が多いので、体育館で

はけがをしてしまうから使えません。二つ目は、プールが室内だったことです。今池小学校は
町中なので、プールが室内にはなかなかできないと思います。三つ目は、給食は自分たちで給
食室に取りに行くことです。食べ終わると、皿の中に水を入れてはしやスプーンをシャカシャ
カすすいでから戻していました。どうしてそうするのかを根羽小学校の子に尋ねてみると、給
食委員の人たちが洗うときに、楽になるからだと言っていました。四つ目は、全校の児童数が
２１人だったこと、五つ目は、３年生は人数が少ないから４年生と一緒に勉強していることで
す。
夜は、学校に近い人たちの家に泊まらせてもらいました。一緒に泊まったのは３人でした。

一人は６年生で、私を含めてあと二人は４年生でした。楽しかったので、また根羽小学校に行
けたらいいなと思いました。

４年 岡田 里桜

文集「ひろば」購入のご案内

安城市内の小学生、中学生が、生活を見つめてつづった文集「ひろば」第５７集が発行さ
れます。子どもたちが一生けんめいに生きる姿が生き生きと表現されていますので、ぜひ多
くのみなさまに購読していただければと思います。

「ひろば」 第５７集 小学校版 定価５００円
「ひろば」 第５７集 中学校版 定価５００円 ※後日、申込用紙を配布します。

表彰の記録

夏休み作品展金賞

発明工夫の部
１年…松岡 蓮、上條 湧気、松葉 未来、早川 琳、木下 大雅、天野 凛伽

２年…伊藤 莉心、野澤明日夢
３年…天野 陽斗、松葉 翼、中村 一喜、菊地 結人、嶺 海翔
４年…岡田 里桜、久野 永遠、久保田理仁、甲斐 悠人、見城 志奈

５年…岡田唯一真、虎井 友香
６年…里見 怜皇、柴田 明澄、石川 葉流、岡田 璃子

実験観察研究の部
１年…甲斐 悠真、村松 佑哉、木原 史翔、冨田 健太
２年…榊原 蒼、山下愛未里、伊藤 継都

３年…篠原 太一、辻 瑛太、林 晃成、荒井 翼
４年…藤倉 伊吹、髙橋 咲那
５年…服部 美咲、鈴木 佑奈、沢田 莉琴

６年…大竹 咲穂、山下万里和、藤井 海人、粟飯原柚月

健幸の部

発明工夫の部
３年…一戸 花穂
実験観察研究の部

２年…中島 志祐、３年…黒野 杏樹、４年…高橋 航央、
５年…家本 隼也、山本 蒼太、大岡 玲菜

歴史の部
４年…所 翔英、５年…長倉 和泉、谷川 陽暉


