
[1] 

やさしき風が流れ いのち輝く 池田小学校 

令和元年 ６月２８日（金）     学校だより「かしわ葉」             第３号 

 

 

 

 

発行：池田町立池田小学校   〒083-0023 池田町字西 3条 7丁目３   電話(572)2664  FAX(572)3292 

 

壁を越えて… 

校長  渋 谷  浩 

 

 私の少年野球指導経験の中で、

強く感じたことの一つに「キャ

ッチボールが大好きなチームは

強くなる」というのがあります。 

 ご存知の通り、練習メニュー

の始めにキャッチボールは必ず

あるのですが、これが何よりも

大好きだというチームが、まれ

に出てきます。そうなると、そ

のチームはメキメキと力を付け

ていき、強くなっていきました。 

 さて、その「キャッチボール」なのですが、実はこれが初心者には大変難しい。だいたい始めの頃は

暴投する。たまにいい球いっても後逸する。玉拾いに走る。ようやく戻ってきて再開しても、また玉拾

い。時間の半分以上は玉拾い。玉拾いでは、キャッチボールは上達しない。結局「ちゃんと投げれ」「ち

ゃんととれ」と互いに言い合って、やる気もなくなる。こんな「負のスパイラル」から抜け出せません。

（私はサッカーに比べ世界の野球人口が増えていけない一要素が、この「やり始めの難しさ」にあるよ

うに思います。） 

 では、キャッチボールが好きになるには、どうしたらいいのでしょうか。距離を短くしたり、柔らか

いボールで素手キャッチから始めたり。ワンバウンド投球で取りやすくしたり、上の学年の子と組ませ

たり。いろんな方法を取り入れました。しかし、特効薬はありません。結局「自分たちで越えていくし

かない」というのが私の結論です。もちろん、過程の中で指導も支援も行います。でも最終的には自分

たちで越えていくものだ、そんな姿をたくさん見てきました。 

 越えた子どもたちは「もっといい球が投げたい」「もっといい音でキャッチしたい」と黙っていても一

球一球上達してけるキャッチボールをするようになります。自然と「ナイスボール！」「ナイスキャッチ！」

「ごめん！」「ドンマイ！」という声があふれてきます。そんなキャッチボールが大好きな子たちは、打

撃も走塁も上達していきます。壁を自分たちで越えた子どもたちは、本当に驚くほど成長していきまし

た。 

 「負のスパイラル」「悪循環」に陥っている子どもたちが、そこから抜け出

し、壁を越えていくためにはどうするか。先ほど「特効薬はない」と書きま

したが、少なくとも「人のせいにして逃げている」のでは、壁は絶対に越え

られないのではないでしょうか。 

 「いい球投げろや～」「とれるべや～」と言い合って、半分以上玉拾い、結

局上達しない…そんな状態の子どもたちを、私たち大人は「ばっちこい！」

と受け止めて、「壁を越えていく」チームメートに育てていきたいものです。

学校も家庭も地域も、彼らのサポーターであり続けなくてはなりませんね。 

※野球の話でピンとこない人もいるかもしれませんが、ご容赦ください。（笑） 

・つよい心と体をもつ子   【校訓】 

・よく考えやりとげる子 

 ・明るく思いやりのある子 
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 6 月１日（土）池田小学校大運動会が、

晴天のもと行われました。 

 １０連休、少雨乾燥強風、そして猛

暑！そんな５月を越えて、子どもたちと

先生方と一丸となり練習を積み重ねて

きました。 

 当日は幸い天気の心配もなく、地域・保

護者の皆様の大きな声援に支えられ、子ど

もたちは精一ぱいの頑張りをみせました。 

 結果は大接戦の末、赤組が昨年の雪辱を

果たしました。しかし、その結果以上に一

人一人が確かな成長を手にした運動会だ

ったことでしょう。 

 取組期間中のご家庭での励ましや健康

管理、そして当日の大きなご声援、本当に

ありがとうございました。 

  

 

 

 

 6 月２１日（金）は遠足でした。 

 最高気温が１８℃程度の涼しい日でしたが、み 

んな元気に楽しみました。 

 遠足のねらいの中に「安全に気をつけ、望まし 

い集団行動がとれるようにする」というのがあり 

ます。 

 全学年、このねらいをしっかりと達成して、み 

んな無事に帰ってきました。 

 私も全学年の様子を見て回ったのですが、安全 

に、そして仲間と楽しんでいる様子が見られて大 

変うれしかったです。 

 お弁当作り、身支度の配慮など、ご家庭のご協 

力にお礼申し上げます。 

 ありがとうございました。 

上：１年生 

清見が丘公園 

 

下：２年生 

ハナックに向かう 

サイクリングロード 
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 ６月７日（金）に集団下校訓練を行いました。 

 体育館に方面グループごとに整列、その後リーダー、副リーダ

ーが前後について、集団下校しました。 

 校長の話で、高学年は責任を持って小さい子を守ること、小さ

い子たちはしっかりと言うことを聞くこと、なぜなら「命を守る」

大事な勉強だから、ということを伝えました。 

 実際に集団下校を行うことがあるかどうかは分かりません。しかし緊急時に必要な行動を訓練

することは必要だと考えています。今後も避難訓練や防犯教室、更には日常の学習や集団行動を

通して「命を守る」学習を進めてまいります。ご家庭での声掛けも、よろしくお願いします。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-がんばる池小っ子- 

■３年 齊藤沙羅さん 

ピティナピアノコンペティション 

札幌 1 地区 

6 月 15 日  ふきのとうホール 

優秀賞（北日本 1 地区本選出場者） 

 

次ページにも～がんばる池小っ子～は続きます。 

  

 ６月６日（木）４年生が、昨年度作った巣箱を長流枝 PA 

（今年は上り線）に設置しました。野鳥の繁殖に利用される 

のか、楽しみですね。 

 音更 IC で高速道路の作業車両や警備、警察の様子なども 

学習して、お弁当までいただいて大満足の学習だったようで 

す。 

 

 

 

 

 ６月１７日（月）に町内３校の高学年が集合して 

「ロケット教室」が実施されました。 

 株式会社植松電機の植松 努社長が、「思いは招く ゆめがあればなんでも 

できる」と題して夢実現までの生き様を話してくださいました。 

 その後、モデルロケットを各自制作して、グラウンドでいよいよ発射です。 

子どもたちの制作したロケットは、全て大空に向かい飛翔していきました。 

 植松さんのお話には「不安の向こうによろこびがある」「心を表す美しい言 

葉が必要です」「大好きなことが人生のパワーになる」「本当のがまんとは問 

題を解決する方法を考えること」「優しさ 優れる」ｅｔｃたくさんの子ども 

たちへのメッセージが込められていました。 

 ロケットは「夢」をのせて大空へとはばたいていったのでした…。 
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【第 37 回北海道小学生陸上競技大会 帯広会場】6/15   【第 63 回全十勝少年柔道大会兼第 35 回全十勝女子柔道大会】6/23 

 

 

 

 

 

 

 

７月の行事予定 

 １日（月）１年生授業研 町小中高連絡協議会 
 ２日（火）ＡＬＴ 町教推研運営委 
 ３日（水）防犯教室（1,3,5 年）職員会議 
      読谷派遣事前研① 
 ４日（木）４年生授業研 クラブ 
 ５日（金）研修日 
８日（月）町コミスク推進協 
９日（火）ＡＬＴ 給食運営委（池小） 

 児童会（代表委：光寿苑訪問） 
１０日（水）消防署見学（3 年）分掌会議  

読谷派遣事前研② 
１２日（金）５年授業研 つくしふれあいタイム 研修日 
１５日（月）海の日 管内Ｐ研（音更） 
１６日（火）ALT 
１７日（水）評価業務(午前授業) 
１８日（木）評価業務(午前授業) 
１９日（金）評価業務(午前授業) 町特支振興会行事 
２３日（火）ＡＬＴ 携帯電話教室（4,6 年） 
２４日（水）夏の全校集会 読谷派遣事前研③ 
２５日（木）大掃除 1 学期終業式 
２６日（金）夏休み（～8 月１９日） 
 
※学び塾＝7 月３０日(火)31 日(水) 
※読谷村派遣事業 7 月２９日(月)～8 月２日(金) 

＊給食巡回時の私に、兄姉に「完食したよ」と
伝言を依頼する 1 年生が 3 名。 

＊校長室前に“今月のひろし”コーナーを設置。
学校便り 1 ページの筆文字を額に入れて飾
ってある。参観日に「ひろし」に興味を示し
た母 1 名。 

＊たぶん初めて皮膚科に行った。めっちゃ混ん
でいた。 

＊今年も、管理栄養士の指導を受けた。昨年の
健診結果から「6 か月で体重５㎏減」の目標
を立てさせられた。現在１㎏減。道遠し。 

＊母はエコーがうまく映らないらしい。Dr 曰
く「ふくよかなので…」。（笑） 

＊孫は 4 か月。先日会うと泣かれた。半日かけ
て手なずけた。最後は別れで泣いてくれた。
爺冥利につきるねぇ！次回まで忘れないで
いてね！！ 

＊最近看板に、大学時代に野球で対戦していた
人物が写っている。「負けないで、勝つべ～」
っていじっていた人だ。 

＊７月１日はヤマメ解禁日！！いつかは１０
ドル川にアタックだ！ 

＊海の日三連休は、少年野球の大会。実は私、
大会長！（去年も書いた?!）今年は豊頃池田
大会！頑張れ池田野球少年団！！  （浩） 

第20回ダイハツ全国小学生ABCバ

ドミントン大会北北海道予選会 

女子 A 敢闘賞 ６年中鉢優空さん 

 

春季サーキット陸上競技大会第 3 戦 

左 小学 6 年女子 走幅跳  第 2 位    荒井 南美さん 

右 小学 6 年女子 800ｍ  第 4 位    岩佐 晴香さん 

 

 6 年 岩佐晴香さん     6 年 荒井美南さん 

８００m  第２位    走り幅跳び 第３位 

６女リレー 第３位    ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ投 第１位 

混合リレー 第２位    ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ B 第１位 

岩佐さん・新井さんは全道大会出場へ！ 

団体中学年の部 第３位 
３年 大畑杏華さん、石田悠伸さん   中嶋

雅斗さん、千嶋拓洋さん 
※中学年の部で 3 年生メンバーでの 3位は立派！来年は優
勝を！！（写真は大畑さん、石田さんの２名です） 


