
ことばは心
副校長 小田 佐和子

先日、しらさぎ音読の会のみなさんが、開校

１４０周年を記念して、鷺宮小学校の児童の詩を

集めた詩集を制作してくださいました。本日配布

しています。この詩集には、鷺宮小学校の卒業生

で全国作詩コンクール「若い芽のポエム」受賞作

品と共に昨年度開催された校内作詩コンクール

の受賞作品が掲載されています。この詩集には

「ことばは心」というタイトルがついています。

本校は、毎週金曜日の中休みに地域の高齢者の

サークル「ことぶきさぎのみや」の方々をお招き

し、鷺小の子どもたちの音読を聞いていただく活

動（しらさぎ音読の会）を長年続けてきました。

聞いていただくのは、詩の暗唱です。子どもたち

は自分が覚えた詩を、対面で暗唱し「よく覚えま

したね」「とても元気な声でよかったよ」「また聞

かせてね」と励ましの言葉をいただいていました。

ところが、昨年度は感染症防止のため、しらさぎ

音読の会の活動が中止を余儀なくされました。

そんな時にしらさぎ音読の会代表の小林和夫

さんに、数年前に「若い芽のポエム」に入賞した

鷺小の子どもたちの作品を紹介していただきま

した。私はすばらしい作品に驚き、子どもたちの

心に触れたような不思議な気持ちになりました。

（詩集『ことばは心』に掲載しています）小学生

が短い言葉を遣って、こんなにも豊かに自分の気

持ちを表現できることに気付かされました。

人は生まれた時から言葉を聞いて育ちます。言

葉の音（優しくて心地よい音・元気な音・悲しい

音・・・）と場面をセットで覚えて、使い始めま

す。言語環境が子どもたちの心の成長に大きな影

響を与えます。そして日本には「言霊」という言

葉もあるくらい、言葉は力をもっています。相手

からもらった言葉一つで元気が湧てきたり、悲し

くなったりします。宣言したり、自分に言い聞か

せたりして夢をかなえる人もいます。

しらさぎ音読の会で暗唱している詩集は、

第２８代校長 瀬川榮志先生が監修した詩集を

使っています。作家さんの作品は子どもたちの心

に響く素晴らしい作品ばかりです。人の心や景色

が目に浮かぶような繊細で美しい日本語がたく

さん使われています。繰り返し読むことで記憶し、

心の中にたまっていきます。そしていつか自分の

気持ちを表現する時に「ことばは心」となって溢

れて出てくるのではないでしょうか。

ご家庭で宿題の詩の暗唱を聞いてくださって

いる保護者の皆様としらさぎ音読の会の活動が

長きにわたって続けてきた成果がこの「ことばは

心」に詰まっています。

今年度、夏休みの自主学習室「夏寺」を再開し

ます。しらさぎ音読の会の方にもお越しいただき、

詩の暗唱を聞いていただきます。9月にはしらさ
ぎ音読の会を再開予定です。地域と共に子どもた

ちを育てる鷺小の伝統を守っていきます。
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【今月の目標】 正しい言葉づかいをしよう

１９８８年に鷺小 PTAと瀬川榮志校長
によって編集された詩集「草ぶえ」





＜校内研究授業について＞

７月７日（水）５校時 ２年２組

７月９日（金）５校時 ３年２組

校内研究授業を行います。それぞれ他の学級は

午前授業になります。

＜土曜公開日について＞

7月の土曜授業日は、７月１０日（土）です。

少人数ずつ参観していただく方式での学校公開

を行います。後日配布するお便りをご覧くださ

い。

＜夏季水泳教室＞

コロナ感染症防止のため、今年度の夏季水泳

教室は実施いたしません。

＜サマースクールについて＞

基礎学力の定着を図るために補習を行いま

す。対象のお子さんには担任より日程等を連絡

いたします。（お知らせのないお子さんもいま

す。）

[７月２６日（月）～７月３０日（金）・8月

26日（木）・２７日（金）・30日（月）]

＜夏季休業期間中の教育活動について＞

夏季休業日は以下の通りです。

[７月２１日（水）～８月３１日（火）]

※但し、[８月１１日（水）～１３日（金）]は

中野区立学校は全て教育活動休止日となり、教

職員は勤務いたしません。校舎内にも入れませ

ん。

また、[７月３１日（土）～８月２２日（日）は

校内の工事のため、遊び場開放はありません。

＜個人面談について＞

実施期間は以下の通りです。詳しくは各学年

のお便りをご参照ください。

面談期間：[７月１９日（月）～７月３０日（金）]

※学年だよりにて、10日（土）「6年生租税教室」とお伝えしましたが

「6年生薬物乱用防止教室」に訂正いたします。

日 曜 朝の活動 行事等 相談等

7月 1 木 安全指導 特別時程 英語教育アドバイザー授業 

2 金 音読活動 SC

3 土

4 日 都議会議員選挙

5 月 児童朝会 委員会活動

6 火 朝算数 おはなしのいす１３４年 心

7 水 朝読書
午前授業 校内研究授業（２年2組5校時）

おはなしのいす５６年
心

8 木 児童集会 クラブ活動 おはなしのいす２年

9 金 音読活動 午前授業 校内研究授業（3年2組5校時） SC

10 土
土曜公開日 セーフティ教室

薬物乱用防止教室6年  PM PTA水鉄砲大会

11 日

12 月 児童朝会 午前授業 校内研究会

13 火 朝算数 避難訓練 心

14 水 朝読書 軽井沢移動教室５年 心

15 木 朝読書 軽井沢移動教室5年

16 金 音読活動 軽井沢移動教室5年 SC

17 土

18 日

19 月 生活振り返り 個人面談①

20 火 児童朝会 授業・給食終  個人面談② 心

21 水 夏季休業日始 個人面談③

22 木 海の日

23 金 スポーツの日 東京2020オリンピック開会式

24 土

25 日

26 月 個人面談④サマースクール①夏寺①

27 火 個人面談⑤サマースクール②夏寺②

28 水 個人面談⑥サマースクール③夏寺③

29 木 個人面談⑦サマースクール④夏寺④

30 金 個人面談⑧サマースクール⑤ 夏寺⑤

：  ：

8月 25 水 ※パラリンピック観戦１２３年

26 木 サマースクール⑥夏寺⑥

27 金 サマースクール⑦夏寺⑦

28 土 ※パラリンピック観戦４５６年

29 日

30 月

31 火 夏季休業日終

9月 1 水 児童朝会 授業・給食開始 避難訓練

2 木 朝読書

3 金 音読活動 SC

※パラリンピック観戦については実施の可否も含めて分かり次第ご連絡いたします。

令和3年度　７月行事予定表

お手持ちのカレンダーと、祝日が
違う場合があります。１９（月）
は登校日ですのでご確認ください。



令和３年度 運動会

～鷺小 絆を深めていざ挑戦！！～

今年度も新型コロナの影響により、運動会が実施できるかどうか心配でしたが、

５月２９日（土）、密な状況にならないよう配慮して低学年、中学年、高学年に分か

れての運動会を行いました。子どもたちは短い練習期間の中、当日に向けて一生懸命

練習を重ねていきました。当日はさわやかな天気に恵まれ、子どもたちは十分に力を

発揮し、素晴らしい運動会となりました。皆様の温かいご支援・ご協力に、心から感

謝を申し上げます。 （運動会主任 西山 隆昌）

１年生「ダンシング玉入れ」

全力で踊り、全力で投げ、全力で楽

しみました！１年生らしい、笑顔いっ

ぱい元気いっぱいの素敵な演技になり

ました！

３年生「鷺小タイフーン」

ペアで棒を持ち全力で走り、みんなで

心をひとつに、棒をジャンプしたり、頭

の上を通したりしました。ハラハラする

展開になって、盛り上がりました！

４年生「ダイナミック琉球

～努力と協力 鷺小２０２１～ 」

鷺宮に沖縄の風が！一人一人の努力と友だ

ち同士の協力のもと４年生６２名で迫力のある

演技を披露することができました。

２年生「大玉を転がせ！」

接戦の末に「引き分け」となったのは、練習
の成果と「ライバルには負けられない」という
意地の結果か？ 最後まであきらめずに、協
力して大玉を転がす姿が輝いていました。



５年生「鷺小ソーラン節２０２０」

動きと心を揃えていざ出航！本番ま

でに，子供たち一人一人が努力したこ

とで迫力ある演技をすることができま

した。

６年生「瞬間、心、重ねて」

鷺宮小学校では初めてとなる集団行動

を行いました。動きに戸惑いながらも一

人ひとりが気持ちを一つにして練習を積

み重ね、本番は素晴らしい演技をするこ

とができました。

６年生「鼓笛」

鷺宮小学校の伝統である「鼓笛」を引

き継ごうと、休み時間にも友達と教え合

いながら練習を重ねました。心を合わせ

ようと一生懸命に取り組むことができま

た。

鷺小応援団 （６年生）

「絆よ､輝け!! ～心を燃やして限界突破～」

強い絆で結ばれた６年生の応援団 10 人が

日々練習を重ねました。本番では、気持ちを強く

込めた見事な演舞で全校児童を熱く鼓舞しまし

た。まさに、鷺小応援団ここにあり！


