
↑二中のチェン先生

外国語活動にまた、新たな一歩が踏み出され

ました。定着しつつあることが感じられます。

本当に、慌ただしい先週でした。自分は、出張や社会

見学もあり、 1日通常どおりの日は、木曜日だけ。

インフルエンザのごたごたもあり、ちょっと子どもた

ちも落ち着いてなさそうです。

メディア漬けの子どもたち。積み上げてきたものでも、

壊すのは簡単にしてしまいます (リ セット)。

小林先生の寄稿です。子どもたちの素直な表現の息遣

いが感じられます。

剣持先生の連載。来年の音楽会は、「清明小唄」かもし

れませんよ |?
どうぞ、お読み下さい。

10 12月 1日 (火)上小放送・視聴覚教育研究会について
研 究 内 容 に つ い て (指導案前段を読まな<ても、内容がパッと分かる !)

○「視聴覚機器」を使 うことが主じゃないですよ。

日常の「読み」の学習の中で、効果的に『視聴覚教材」を活用しましょうよ、という考え。

↑

とは言 うものの、「インタラクティブボー ド」 (酒井准教授が使っていたあれ)をかっ

こつけて使お うかとも思っているところが、矛盾。

○そ ういつた授業を日常的に、螺旋的に行っていきましょうよ、という考え。

教科等の 「つける力」とともに、

だんだんと「活用する力」も育ちます。

黒板 (板書)を読み解 く子ども、友の発言を読み解 く (つ なげる)子 ども

2 授業について (指導案を読まな<ても、意味がパッと分かる !)

〇国語の観点から言 うと、今度の指導要領に現れた「伝統的な言語文化」に関すること。「易

しい文語調の短歌や俳句について………」と書かれています。

多分、各社新しい教科書にも日玉として掲載されてくることと思われます。

百人一首の「情景を思い浮かべたり」 (指導要領)が 4年生でどれだけできるのか。新ヒ′い

挑戦の授業なのです。

そこに「視聴覚教育」はどうかかわるのか。

↑

30   じつは、この研究部便 りを書いている現段階で、指導案は書けていません。正直言えば、

構想も立っていない。資料を読み、メモをする、その繰 り返し…。ダイジョウブカナア

3 運営について
○教頭先生、19p町先生から出される計画をもとに、よろヒンくお願いします。
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ちょっと立ち読みコーナー

『教師花伝書…専門家として成長するために…J佐藤学/2009小学館

(95p 「学び続ける日々」)

教師として学び成長するためには、校内に「同僚性Jの関係を築く

ことが最も重要である。もし不幸にして校内に「同僚性」の関係が築け

ないならば、近隣の教師たちとともに授業実践を交流し合 うサークルに参加すべきである。

同僚の教師の授業実践や教室の事実から学べない理由の一つに、「よい授業」「悪い授業」、

「よかったところ」「悪かったところ」というように授業を善し悪しで評価する悪弊がある。

この悪弊は、教師になる前の学生や教育実習生ほど顕著であるし、経験の浅い若い教師ほど

顕著である。 (中 略)

同僚の実践から学んだことやその教室の子どもの事実から学んだことに関する発言はわ

かでしかない。 (中 略)授業者の実践から学び、教室の子どもの事実から学ぶという見方で

察できるようになったのは、授業を観察するようになってから5年以上も経過 し1000
以上の授業観察の経験を積んだころからだった。 (中 略)

教師と学び成長できる人は、例外なく、この立場で同僚の実践に学び、観察する教室の

実に学び、自らの実践の事実から学んでいる。そして、創造的な授業実践を推進 している

はすべて、このような学び方を身に付けた教師たちであり、いつも初心にもどって学び続

ることのできる教師である。

わたしたちの「きつつきの商売」
小林 靖子

犬を散歩させている人を見かけたとき,その大の顔やたたずまいがあまりにも飼い主とそっく

りで気もちがほっこりすることがありますよね。特に老人と老犬だったりすると,あ あ共に生き

てきたのだなあとしばしみとれたりして。

10 あと,子 どもたちの描いた絵の中の登場人物や動物たち, ときには動きや模様までもがやたら

その子に似ていて絶句することもありませんか。「似る」って不思議なものです。

この 4月 の国語の授業でこんなことがありました。
「きつつきの商売」の学習のなかで,き つつきがすてきな音を売る「おとや」という自分にぴ

15つたりのお店を開いたように,他の動物にも皆ぴったりの商売があるはずだ,い ろいろな動物に

ぴつたりのお店 とその宣伝文句を考えようということになったのです。

それぞれで考えてみたところ,そ んなお店が海野町にあったらさぞ活性化するだろうと思 うも

のやら,そ りゃばったくりだろうと思 うものやら,あれこれ出てきてちょっとおもしろかつたの

で,いくつかのせてみますね。

20

K児 :か らすのガラス売り「ささあ,買つた買つた。ここのガラスは日本一だよ。早く買わな

いとなくなっちゃうよ。一個 1000リ ル。」

【寄稿コーナー】
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W児

S児

M児

R児

H児

S児

チーターのかけっこ屋 「競走をして勝てば 100リ ルあげるから,友だちいっぱいつれ

てきて。」

あらいぐまの洗濯屋 「動物の汚れたものを洗っちゃう。どんな物でも洗っちゃう。きれ

いにきれいに洗っちゃう。」

もぐらのいろんな トンネルを掘る トンネル屋 「私の トンネルは探検もできちゃうよ。 1
0分につき 100リ ル」

カメレオンのいろんな色を見せる仕事 「いろいろな色をお見せします。カラフルな色 5

回につき 10リ ル」

らくだのラク屋 「疲れた動物をのせてあげる。みんなの疲れをとってあげますよ。」

くじらのくじや 「四角い箱にくじがはいっているよ。そのなかにあたりは 3つ。 1回 1

0リ ル,当 たればいいことあるかも。」

10

25

その動物の特徴をとらえたり,名前をもじったり (ダ ジャレですが)どれもぴったりの商売で

楽しくなってしまいますよね。宣伝の回上も,さすが生まれたときからコマーシャリズムの洗礼

を受けている平成の子どもたち,なかなか堂にいったものでした。

しかしここで一番驚いたのは, 19人の選んだ動物やその商売が,それぞれみんなどこか本人

に似ていたり,そ の子を思わせるものだったということ。

早足自慢の子は自然にそれを生かせる商売やチーターを思い浮かべているし,お っとり平和主

義の子は (今はや りの草食系か)なぜかヤギや牛の商売を考えているのです。一癖もふた癖もあ

る子は (失礼)やつぱりちょっとひとひねりある手長ザルだのカメレオンだのを想定したり山つ

気のある商売を考えたり。

当然といえば当然なのですがなかなか興味深く, しばらく子どもたちの顔を思い浮かべて楽し

んだ次第です。

個性的に生きろとか,誰にも負けないものをなにかひとつみつけようとか (そ んな大それたこ

とは簡単にできるはずがない)声高に叫ばなくても,その人らしさというものは,同 じことをし

ていても自然ににじみ出てしまったり,型にはめても弾け出てしまうものなのかもしれませんね。

作者の林原玉枝さんはこのお話に寄せてこんなことを書いています。
「わたしたちは誰でも,一人一人異なったタレン ト (才能)を授かっていて,知 らず知らず

のうちに,そ のことの探求に駆 り立てられている。自分のタレン トが活かされて,他人も

自分も幸せになる調和が感じられたとき,こ の世に生まれた喜びを感じるはず。子どもた

ちもわたしたちも,そ ういう人生を送れたらと願います」

さて自分はと考えると,はなはだ心許なく,申 し訳ない気持ちでいっぱいになるのですが「ず

つと続けていても,それほど苦痛ではない仕事はそれだけで適性があるとされる」そうですので ,

毎日学校に来るのが楽しいということは,ほんとうにこの上なくしあわせなことですよね。

これもひとえに,子 どもたちと先生方のおかげです。戯れ言が長くなりましたがお礼かたがた

日々雑感でした。

Jヽ林先生,ありがとうございました。

林先生のタレントStり には脱帽です。あの音楽会の職員演奏でのシナリオ

書きと,大変厳しい「演技指導」が忘れられません !(剣持)

…
眸     ぶヅ椰 緊塁 瘍 歩

赳 儡 饉
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連 載  教 材 探 しの 旅 !《スょ暮0》 復雄作戦 ?② 剣持 康典

坂城小学校赴任したての初の大仕事が,《坂木甚句》採譜となったわたし。

曲の音源をもとに何とか楽譜にして,公民館長さんにお届けしました。すると,民謡マニアと

いうことが伝わってしまったらしく,公民館報に 《坂木甚句》について一筆書いてくれという話

になってしまいました。そこで短文ではありましたが,駄文を掲載することとなりました。

その後,せっかく坂城にお世話になっているのだから,もつと活用できないかな…と,音楽の

時間には,民謡の授業で鑑賞するようにしていきました。本来,酒席でのお座敷の唄なので,な
かなか歌唱としては難しい曲でした。それにしても何とか歌う場はないかな?な どと思っていま

した。

しばらくして,音楽会のシーズン。職員のステージで何をやろうかと,係の先生と考えていた

ところ, 自分は「あの一 《坂木甚句》なんてできないですかねえ?」 と,ポロリと一言。すると

職員演奏係のS先生が「やるじゃん !」 と言つてくれました。そこで職員全員で 《坂木甚句》を

練習して,演奏の運びとなったのでした。

自分は三味線を弾き,太鼓はお願いをして,みんなで歌練習。そして演出はS先生。宿場での

酒席の様子を再現をしようと, どこからか借りてきた着物や昔の人のようなかつらをかぶった男

衆が,酔っぱらった「オヤジ」のような役をやりながら,賑やかな雰囲気を出しました。

もちろん会場は大受け。かなリセンセーショナルな職員ステージとなりました。

音楽会後,CDを作ることになっているのですが,業者さんからの提案が「先生方のステージ

はカットしておきましたから…」との

こと。「え～っ」と思った自分は,ぜ
ひ入れていただくことをお願いしまし

た。それは 《坂木甚句》を音に残した

かつたからです (も ちろん映像はあり

ませんので…)。 こうして笑劇的なC
Dが出来ました !

しかし…その後,UCVlチ ャンネ

ルでは職員ステージが出ま lノ た0坂城

町の様子は上田市でも放映されますの

で,上 田市内の知 り合いから「見たよ

～」との声を聞き, うれし恥ずかしで

ヒンたO【坂木宿ふるさと歴史館】
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