
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 これは５年生の道徳の副読本に載っている

『一秒の言葉』という小林吉宏さんが作った作

品です。これは、ある企業のＣＭのために作ら

れたそうですが、言葉のもつ意味や力を実感さ

せ、さりげない一言に込められた心に気付かせ

てくれます。 

 日頃、教室や学校内で飛び交う子供たちの言

葉の中には、遊びの延長線上で使っているのは

分かりますが、周りで聞いているととても寂し

い気持ちになるものもあります。「本気で言っ 

 

 

 

 

てないから大丈夫。」言っている人にとっては

そうでも、その言葉を受けた人の気持ちは誰が

分かるのでしょうか。本人にしか分からないこ

とです。その言葉を周りで聞いている人たちの

気持ちは誰が分かるのでしょうか。その人にし

か分かりません。無意識に軽く使っている、た

った一秒のその言葉が与える影響は計りしれま

せん。緑ヶ丘小学校の子供たちには「言葉のも

つ力」を十分に理解し、言葉を大切に使える大

人へと成長してほしいです。先月号でも校長か

ら言葉の大切さを述べさせていただき「ふわふ

わ言葉で行こう」と目標に掲げておりました。

普段から相手を思いやる「ふわふわ言葉」が溢

れれば、自ずと学級・学校の雰囲気は明るくな

り、あたたかくなり、笑顔が溢れる緑ヶ丘小学

校になるのではないでしょうか。 

また、保護者の皆様にご協力いただいた学校

アンケートにおいて、重要だと思われる項目で

一番多かった項目の一つが「挨拶や感謝の言葉

を言える習慣」でした。挨拶や感謝の言葉を素

直に言える子供たちになってほしいと願う気持

ちは教職員も同じです。今後も「ふわふわ言葉」

と併せて「挨拶」にも力を入れて学校でも指導

をしていきたいと思います。ご家庭でも、是非

ご協力をよろしくお願いします。 

最後に、児童が考えた詩を紹介します。 

言葉のもつ力 
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み ど り 

一秒の言葉 

  「はじめまして」 

   この一秒ほどの短い言葉に、 

    一生のときめきを感じることがある。 

  「ありがとう」 

   この一秒ほどの短い言葉に、 

    人のやさしさを知ることがある。 

  「がんばって」 

   この一秒ほどの短い言葉で、 

    勇気がよみがえってくることがある。 

  「おめでとう」 

   この一秒ほどの短い言葉で、 

    幸せにあふれることがある。 

  「ごめんなさい」 

   この一秒ほどの短い言葉に、 

    人の弱さを見ることがある。 

  「さようなら」 

   この一秒ほどの短い言葉が、 

    一生の別れになるときがある。 

 

   一秒に喜び、一秒に泣く。 

   一生懸命、一秒。 

「だいじょうぶ？」 
 この一秒ほどの短い言葉で、 
  自分は一人じゃないと感じることがある。 



＜パソコンクラブ＞ 

 

 

 

 

 

 

 パソコンクラブでは、名刺、カレンダー、かるた

作りなどをしています。画像を検索してクリスマス

カードや年賀状も作りました。文字を入力するのが

苦手な人でも友達と協力してできるので安心です。

しかも、文字の入力が速くなるだけでなく、パソコ

ンを使ってできることが大きく広がります。ぜひ、

パソコンクラブに入って色々なことを経験してみて

ください。        

６－１ 小野崎 瑠嘉 

＜ボールゲームクラブ＞ 
ボールゲームクラブでは 

ボールを使ったスポーツ 

や遊びをしていて、クラ 

ブのメンバー全員で決め 

たボールゲームをチーム 

に分かれて対戦していま

す。今までにやったものは、ドッジボール、キック

ベース、サッカーなどです。雨の日は、室内でもで

きるボールゲームを考えて、みんなで活動してとて

も楽しいです。一言に「ボールゲーム」と言っても、

様々なジャンルのものが 

あるので活動していて飽 

きないし、みんなが仲良 

しで楽しいクラブ 

です。 

６－１ 山口 蒼空 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ マ ン ガ ・ イ ラ ス ト ク ラ ブ

 

マンガ・イラストクラブでは色々な学年の教科書な

どから選んだものを好きなように作ることができま

す。また、イラストや塗り絵などで自分の好きなキ

ャラクターなども描いています。共同製作では３つ

のグループに分かれて、チームの仲間と協力し合っ

てお菓子の家を作り上げました、この様に個人では

自由に好きなものを作り、共同では、みんなと教師

合って製作する、一人一人が自由に楽しめるクラブ

です。          ６－２ 与儀 ほのか 

 

クラブ活動 特 集 号  

＜ベースボールクラブ＞ 

 ベースボールクラブは、 

主に野球を楽しく行っている 

クラブです。まず、最初にみ 

んなで集まり礼をして、チー 

ムごとに分かれて体操をします。 

その後ペアを組み、家から持ってきたグローブで

キャッチボール、フリーバッティングをしたあとに

試合をします。 

試合後、先生からの

お話があって終わりに

なります。雨の日には、

野球以外の活動びを楽

しむこともできます。

とても楽しいお薦めの

クラブです。 

２月１３日には三年生

が次年度のためにクラ

ブ見学を行います♪ 

 緑ヶ丘小学校では、月に２～３回ほど月曜日にクラブ活動を行っています。 

４～６年生までが９つのクラブに分かれ、それぞれ意欲的に活動しています。 

今月号では、６年生のクラブ長からの紹介文と活動の様子をお届けします！ 



＜卓球クラブ＞ 

 卓球クラブでは、サーブやラリ 

ーなどの練習をして、シングルス 

をします。シングルスはグループ 

に分かれて行うか、学年で分かれて行います。シング

ルスではグループに分かれている時は、なるべくちが

う学年と対戦するようにしています。卓球が初めてで

も、高学年や先生たちが教えてくれるのでとてもおも

しろいです。４台の卓球台を使うので、みんなで楽し 

めるクラブです。 

 

             ６－２ 吉池 智晴 

 

<バスケット・バドミントンクラブ> 

バスケット・バドミントンクラブでは、バスケット

とバドミントンという２つのスポーツを交互に行っ

ていきます。準備を協力し、チーム戦や全員で練習た

りしています。バスケットでは 

パス練習、シュート練習、準備体操 

をして試合をします。バドミントン 

では苦手でも先生や友達が羽の飛ば 

し方、スマッシュのやり方などを分かりやすく教えて

くれます。このクラブは、他の学年

とも仲良くできるし、仲間いう大切

さを知ることが出来るクラブです。           

           ６－２ 長田 優佳 

                       

                                            

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ＜室内ゲームクラブ＞ 

室内ゲームクラブでは、トランプなどのカードゲーム                           

や将棋、オセロなどのゲームで３つのグループに分かれ 

て遊びます。トーナメント戦をやって最強王を決めるこ

もあります。ゲームのルールはやったことのある人が 

教えてくれるのでルールを知らない人も参加出来る上

にゲームを覚えることができます。持ち物や準備も特になく、 

気軽に楽しめるクラブです。６－２ 山口 太一                                      

＜家庭科クラブ＞ 

              家庭科クラブでは、調 

           理と手芸を交互に取り組み 

ます。調理と手芸が苦手で 

も、先生や高学年がやさし 

く、分かりやすく教えてく

れるので、簡単に作れます。おかし作りの時は、黒

板に細かく作り方を書いてくれるので、失敗もしま

せん。そして何より楽しいのは、ほかの学年との交

流です。ふだんは話をしない人とも、クラブを通じ

て仲よくなったり、友達になっ 

たりすることができるので、と 

ても楽しいクラブです。 

 ６－２ 籠野 心和 

＜科学クラブ＞ 

科学クラブでは、普段授業でやらないような工

作・実験をします。工作や実験は 4 人ほどの班に分

かれて行います。時には、その場で作った物を食べ

たり、遊んだりします。今まで行った工作・実験は、

「スーパーボール作り・べっこうあめ作り・ブーメ

ラン作り・スライム作り・プラバン作りなど」のよ

うなとても楽しい工作・実験をしています。みんな

で協力して、安全に気を付けて活動しています。 

 

 

６－１ 外山 孝太 

６－１ 羽立 健人 
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＊ ２ 月 の 生 活 目 標 ＊  
『 物を大切にしましょう。』 

子どもの手編みの帽子を見て、自分が幼いころに、祖母が着古したセーターをほどき、糸を染め直し

ていたのを思い出しました。物干し棹で干した毛糸が乾くと、私の両腕にかけてくるくると毛糸玉に巻

き直していました。今どきセーターを編み直す話など聞きませんが、以前は当たり前のことでした。時

間をかけて作ってくれたものだと知っていたからセーターも手袋も大切にしていました。 
今月の生活目標は「物を大切にしましょう」です。物を作る人、買ってくれた人のことを想って大切

に使うよう声をかけていきます。また、みんなで使う物を大切に扱い、きちんと元の場所に戻すことに

ついても指導していきます。ご家庭でもお子様の持ち物に記名があるか確認をお願いいたします。 
ぜひこの機会にお子さんの持ち物の記名をご確認ください。 

 
   
  
  
 
  

１６日（木） ＦＣ東京(１・２年) 
１７日（金） 社会見学(４年) 

児童集会（集会） 
２０日（月） クラブ活動 
２１日（火） さわやかタイム（１・６年） 
       ミドリンタイム 
       ＦＣ東京（３・４年） 
２３日（木） ＦＣ東京(１・２年) 
２４日（金） 児童集会(集会) 
２７日（月） クラブ活動 

バイキング給食(６年) 
２８日（火） 保護者会（５・６年） 
       バイキング給食(６年) 
       さわやかタイム 
       ミドリンタイム（２・５年） 
※２月・３月は日時を予告せず避難訓練を実施 
 します。 

《給食の引き落としについて》 

 ２月の給食費の引き落としは、２月と３月の２ヵ月

分がまとめて引き落とされます。ご注意ください。 

     引き落とし日…２月１３日（月） 

間に合わなかった場合、２７日（月）に再度引き落と

しをします。ご理解とご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

《ＦＣ東京キャラバン》 

 １月は５，６年生で各クラス３日間に分け、３時間ずつ本

校にてＦＣ東京キャラバンを行いました。 ２月は１～４年

生が行います。 

子供たちは４５分間、ボールの扱いからサッカーの基本

事項などを教わりながら、普段サッカーボールに触れるこ

とのない子供たちも一人ひとりが考えながら活発に活動し

ています。 

１日（水） たてわり班活動  
ＦＣ東京（５・６年） 

      ペースランニング終了 
 ３日（金） 児童集会（集会） 

６日（月） 委員会活動  
ユニセフ募金（１０日まで） 

 ７日（火） ＦＣ東京（３・４年） 
       ミドリンタイム 

さわやかタイム（２・５年） 
 ８日（水） 安全指導 
 ９日（木） 美しい日本語教室(４・５年) 

ＦＣ東京(１・２年) 
社会科見学（３年） 

１０日（金） 児童集会（運動） 
１３日（月） クラブ活動（３年クラブ見学） 
１４日（火） さわやかタイム（３・４年） 
       ミドリンタイム 

ＦＣ東京(３・４年) 


