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活動曜日：月・木曜日(全学年)＊参加人数：６３名
担
当：渡辺岳紀先生・靱矢直樹先生
活動場所：サッカーグラウンド

サッカー

・ウォーミングアップ(ブラジル体操、ボールフィーリング等)
・トレーニング(ドリブル、パス、コントロール、シュート等)
・ゲーム
・対外試合(私学体育発表会、西多摩交流戦、ＴＲＭ等)

１~６年生の延べ 63 人が在籍しています。サッ
カーを通して、体を動かす楽しさを伝えていま
す。今までできなかったことができるようになる
「楽しさ」
、チャレンジしようという「勇気」
、試
合で勝った「喜び」や負けた「悔しさ」
、そして
次に向けてがんばろうとする「前向きな気持ち」
を育めるよう、日々共に汗を流しています。
『楽
しいサッカー』を今年度も目指します！！

活動曜日：火曜日(１～２年生)・水曜日(３～６年生)
参加人数：１６名
担
当：大塚美希先生
活動場所：２階 多目的室 C

ダンス

ストレッチからダンスに必要な筋力トレーニングと、ダ
ンスの基本のステップを学び、発表に向けてダンスの練
習をしています。

沢山踊ってできなかった事ができた時の楽
しさを味わいましょう！！発表の場は皆さ
んが主役です！楽しく踊りましょう。

先生の自己紹介

２０１０年よりダンスを
担当させて頂いておりま
す。私が学んできた事を
お伝えし、ダンスが楽し
い！と思えるレッスンを
心掛けています。

初心者
テニス

すごいな～。

活動曜日：月曜日(４年生～６年生)
参加人数：７名
担
当：下野祐輔先生・堀越美香先生
活動場所：テニスコート

・ボールフィーリング
・ストローク、ボレー、サーブ練習
・ラリー→ゲーム（打てるようになっ
てきたら）
中等部の先輩や高校生にも教えて
もらいながら練習しています。

みんな上手～！

しっかり打てると気持ちの良い
スポーツです！
楽しく打てるよう頑張りましょう♪
２
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音

楽

活動曜日：月曜日(３～６年生)
参加人数：８名
担
当：玉造大暉先生
活動場所：作法室・音楽室

様々な打楽器の奏法を身につけ、
息をあわせて、みんなで１つの曲
をつくりあげる楽しさを味わいな
がら、打楽器アンサンブル（重奏）
をしています！

むずかしいこともたくさんありますが、
仲間と力＆息をあわせて、一緒に良いも
のをつくりあげましょう。
Let’s Percussion Ensemble!!

活動曜日：火・木曜日(３～６年生)

合 唱

参加人数：１６名
担
当：下野祐輔先生・森田美幸先生
活動場所：音楽室

・発声練習
・二部～三部合唱曲の練習
・例年ならコンクールや外部発表(ホタルの
郷、イオンモール日の出、第九コンサート)に
多く出演していますが、今年はミュージカル
に挑戦したいと思っています。

合 唱

「やる時はやる。
やらない時はやらない」
一生懸命やるから楽しい！

活動曜日：月曜日(１・２年生)＊参加人数：11 名
担
当：森田美幸先生
活動場所：音楽室

とっても元気な
１・２年生と一緒
に毎回楽しく活動
しています！今年
も色んな歌をみん
なと歌うことがと
ても楽しみです。

アート
＆クラフト

活動曜日：水曜日(３・４年生)＊参加人数：１４名
担
当：藤田俊哉先生
いいものを観たり、作品づくり
活動場所：４階 美術室
をとおしてアートを楽しもう！

・絵や工作など。
・アート（芸術）＆クラフト
（工芸）です。
・アート系のアニメーションの
鑑賞など。

３

リズムゲーム、発声練
習、歌の練習は歌詞を
絵にしてみたり、歌詞
に込められたおもいを
みんなで考えながら練
習しています。

・

・

・

・

アート＆クラフトのオジサン
です。
・ ・ ・ ・
ふじモンと呼ぶ子もいます。

国語教室

いろいろなことばを知
って使ってみよう！！

活動曜日：火曜日(全学年)＊参加人数：１０名
担
当：安富園子先生・玉造大暉先生
場
所：６年生教室・メディアセンター
いろいろな本を読んだ
り、文章問題を解いたり、
ことばあそびをしたりし
て、語彙力を高める。

算数教室

活動曜日：水曜日(１～４年生)・木曜日(全学年)
参加人数：２１名
担
当：小島拓海先生・中山繁光先生
場
所：２階 算数教室
・算数の授業や宿題で困ったときのフォローをします。
・テキストを使って、さらなる算数のレベルアップを目
指していきます。
・パズル問題に取り組み、論理的思考力や空間把握能力
を育てます。

そろばん

みんなで、レベルアップを
目指しましょう！！

活動曜日：水曜日(２～６年生)＊参加人数：１８名
担
当：荒井敏江先生
活動場所：生徒・児童会室
青梅市のことがわら学園でそろばん
を教えています。
車ででかける事と、野球観戦が好き
です。
どうぞよろしくお願いいたします。

そろばんの指導
下級生は、九九の暗唱、
上級生は、暗算もやって
います。

そろばんで培われる６つのすごい
力があります。①集中力②記憶力③判断力
④処理能力⑤忍耐力⑥創造力です。
また、右脳教育にいいと言われています。
社会に出てから役立つ「能力」が養われる
こと間違いなしです。ぜひチャレンジして
みてください。

社会に出てから役立つ「脳力」が養わ

理科実験

活動曜日：金曜日(４～６年生)＊参加人数：１３名
れることまちがいなしです。
担
当：雨滝洋介先生
ぜひ、チャレンジしてみて下さい。
活動場所：理科室
科学を分かりやすく

エンターテインメントする。
てから役立つ「脳力」が養われること

ダ・ビンチサイエンス教室校長。
あきる野市では”アメジー”と呼ば
れています。
保育園から老人会、お寺などで実
験ショーをしています。

まちがいなしです。
ぜひ、チャレンジしてみて下さい。
また、右脳教育にいいと言われていま
自然と科学の本質を
楽しく分かりやすく
す。
学びます。がいなし
です。
社会に出てから役立つ「脳力」が養わ
ぜひ、チャレンジし

造形工作

活動曜日：木曜日(１～２年生)＊参加人数：１９名
れることまちがいなしです。
担
当：安富園子先生・小松佑将先生
てみて下さい。
ぜひ、チャレンジしてみて下さい。
「来週は何をやるんですか！？」と、
活動場所：３階 生活科室
てから役立つ「脳
いつも楽しみにしてくれてみんなあり
がとう！先生達の楽しみは、みんなが
笑顔で生活科室に来てくれることで
す。これからもみんなで一緒に楽しい
まちがいなしです。
時間を過ごしましょう。

力」が養われること
工作・絵画・造形遊びなどの活動を通
して、身近にある材料を使い、わくわ
くするような造形体験や作品づくりを
行っています。

ぜひ、チャレンジし
てみて下さい。
また、右脳教育にい
４

いと言われていま

東海大学菅生高等学校中等部系列校 菅生学園初等学校 父母の会本部 ２０２０年８月６日発行

プログラミング

活動曜日：火曜日(３～６年生)
参加人数：１１名
担
当：山下文吾先生
場活動所：メディアセンター

プログラミング学習
スクラッチを利用して簡単な動き
のあるプログラムを作成しながら
論理的思考力を高めていきます。

平成３１年３月に中学校教員（技術科）を
定年退職し、平成３１年４月より本校で週１
時間、すがめき－Ｆでお世話になっていま
す。趣味は野菜づくりで、奥多摩町で畑を借
りています。また、木工も大好きです。

子ども達と一緒にプログラミ
ングの楽しさを味わいながら成
長していければと思います。

茶

道

活動曜日：金曜日(３～６年生)
参加人数：１４名
担
当：糸矢百合子先生
活動場所：作法室

表千家茶道のお稽古をさせていただいてお
ります。
【茶道の基礎練習】
・畳の歩き方・おじぎの仕方・扇子の使い方・お茶
碗の扱い方・お点前、半東、お運びの練習・水屋の
仕事・お客様の仕方 等

朝顔の上生菓子
美味しそう！

茶道では一期一会を大切に
します。
初等の皆さんは、まだ手も身
体も小さいので大変だと思い
ますが、楽しく仲良くお稽古
ができればと思っておりま
す。

あきる野市五日市在住。一男二女の
母です。
茶歴は母が茶道の先生をしておりまし
たので３０代半ば頃からお稽古を始め
ました。現在の資格は表千家教授です。

パソコン

活動曜日：金曜日(１～２年生)
参加人数：２１名
担
当：丸山恵子先生
活動場所：メディアセンター

パソコンの文字入力（タッチタイピング）
正しい指使いでキーボードを見ないで文字
入力が出来るよう、基礎から習得します。
練習は「うそをつかない」と
言われるように、しっかり練習
することで結果を残すことが出
来るのではないでしょうか。

孫と同年代の子ども達と接しな
がら、楽しい時間を過ごすことが
出来ています。
５

田植え

５年生

６月２0 日(土)
於：菅生ファーム

田んぼ

ゆたかの授業の一環として、今年もひびく１１名の「米作り」がスタート！！
梅雨晴れの中、その第一歩である田植えが行われました。
歌舞伎でもお世話になっている野口さんが教えに来てくださり、わかりやすく丁寧に説明していただき、子ども達
も初めての田植えなので真剣な表情で聞いていました。
まず初めに、苗が元気に育つために代掻きをしました。田んぼの中に入ると、子ども達は「味噌みたい～！」｢気
持ちいい～！｣「うわぁー！沼みたい！」と言いながら土を踏む感触を楽しみ、足踏みをする子ども達。段々と土が
柔らかくなってくるにつれ、足をとられたり、去年の稲株が出てきたりと盛り上がっていました。

次は、いよいよ田植えです！
野口さんの説明をしっかりと聞き、苗を 1 株 4 本手に取りまっ直ぐ丁寧に植えていました。

どうして苗が 4 本
なのか 5 年生に聞
いてみてね♪

満月餅という種類で、

最後に自分たちで植え
た苗を観察しました！

皇居で天皇陛下も育てている
美味しいお米だよ！

毎日の観察とお手入れを
して大きく育ててね！
秋の収穫が楽しみ～♪

ｍｓました！

オーニング完成
於：初等グラウンド

４・５年生

父母の会１０周年記念事業として初等グラウンドに、オ
ーニングを寄贈しました。６月下旬より工事が始まり７月
上旬に完成！！みんな早速ベンチに座ると「気持ちいい！」
「座りやすい！」と喜んでいました。
村田教頭先生より、
「体育を見学する子ども達が使用した
り、ゆっくりと山を眺めたり、みんなの憩いの場が出来て
良かったです。また、日差しの強い日には日陰で休んで頂
きたいです！」とメッセージをいただきました。
これから暑い日が続きますのでみなさん是非ご利用くだ
さいね♪

大豆の種まき

８月３日(月)
於：菅生ファーム

長い梅雨が明けた夏日に、大豆の種まきが行われま
した。６年生が育てた大豆を引き継ぎ、４.５年生が心
を込めて種まき。前日の日曜日に、小野寺先生が畑をき
れいに整えてくださいました。１か所に２粒ずつ、約２
０センチの間隔を空けてまいていきます。子ども達は
片足を使って慎重に測っていました。「元気に育って
ね！」と言いながら、みんなで優しく土をよせました。
最後に、鳥たちに食べられない様にキラキラテープ
を設置して終了！１１月の収穫まで大きく育ちますよ
うに♪
２人組で作業したよ！

優しく土をかけます。
９月末くらいに枝豆になる
けど、収穫せずに我慢！
どこに書いてある
か、探してみてね！

６
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１年生

しいたけの植菌

２０２０年８月６日発行

7 月 11 日（土）
於：体育館

１年生がしいたけの植菌に挑戦しました。入学した１年生が最初に行う毎年恒例の行事ではありますが、今年は
７月に実施。当日は雨天のため体育館での作業となりました。
用務員さん兼バスの運転手さん(阿部さん・岡野さん・小出さん)から説明を聞き、いよいよ作業です。原木には
あらかじめ種駒を入れる穴が開いており、子ども達は楽しそうに穴を探しながら種駒を木に打ち込んでいました。
トントン♪コンコン♪とリズムの良い音が体育館に響き、子ども達からは、「うまく打てたよ！」「いっぱいできて
楽しかった♪」
「力いっぱい打って疲れた～～」
「これがしいたけになるの？」など、様々な感想が聞かれました。
植菌した原木は、テニスコート横の黒いネットが掛けてある場所に、陽が当たらないように湿度などを管理され
栽培されています。収穫までに１年から１年半くらいかかるので、２年生の秋に収穫の予定です。楽しみですね♪

夏場、木が乾燥したら水や
りをするんだって～。

みんな上手にできたね！
早く食べたいなぁ～！

大きく育ってね～！

Mein Hobby ist・・・・

～テディベア 魅惑的かつ無限な世界！～

みなさま、いかがお過ごしでしょうか？コロナウィルスの感染は相変わらずといった様子です。困ったものです
ね。そのような事態の中ですが、今回も恐縮ながら脳天気な話題に少々お付き合いいただきます。
さて今回のご紹介は、私のコレクションの中でもトップ３に入る逸品です。ドイツのテディベアメーカー、シュ
タイフ社の「オードリー・ヘップバーン」モチーフのテディベアです。
シュタイフ社は、創業 1880 年（日本の明治時代）のドイツのテディベアづくりメーカーの老舗です。もともと象
のぬいぐるみで大人気だった創業者マルゲレーテ・シュタイフの店を手伝っていた彼女の甥のリチャードは、本物
のような熊のぬいぐるみの製造を思いつき、手と脚を動かせる毛足の長いモヘアで作られた熊のぬいぐるみを完成
させます。ライプチッヒの見本市で出来栄えの良さがアメリカ人バイヤーの目にとまり、3000 体の受注を受けま
す。テディベアの起源ともいえる逸話を持つセオドア・ルーズベルト大統領の晩餐会では、テーブルの飾りとして
も用いられたりしました。現在でも、職人の手作りと良質な素材でのベア作りにこだわっており、その品質には定
評があります。本物そっくりだけれど怖さを感じさせないかわいい表情にも特徴があります。他社との差別化のた
め、耳にボタンでリボンが留めてあり、タグの色によって、定番品（黄色）
、限定品（白）と区別されます。我々
収集家の間でもあこがれのベアを多種類制作しているメーカーの一つです。最近は企業の周年記念ノベルティとし
て制作したり、日本でもファッションメーカーとコラボしたりすることもあります。
（私も数体所有していますの
で、またの機会にご紹介します。
）
このオードリー・ヘップバーンは日本限定品。2002 年に発売されまし
た。タグを見ると私のオードリーは 1500 人の姉妹の中の 93 番目とい
うことになります。このベアは、１０年ほど前にテディベアのフェアで
入手したものです。オードリー・ヘップバーンといえば、あの名作『ロ
ーマの休日』の愛くるしいアン王女役（彼女の初主演作品）が思い出さ
れます。このベアは、この作品モチーフに作られています。
彼女は晩年、慈善事業にも力を注ぎました。人生において映画のセリフ
のみならず数々の名言を残していますが、中でも最も私が好きな言葉
は・・・・

For beautiful eyes、look for the good in others;
For beautiful lips, speak only words of kindness.
このベアを眺めるたびに、彼女の美しい表情とこの言葉を思い出します。
私のベアも、今にもこの言葉を優雅に語りだしそうです。
７

Danke. Vielleicht ein andermal.！

