
 

 

 

 

 

けがの○○        校長  伊藤 康次 

 いきなりですが、私は先日、足をけがしてしまい、膝下からつま先までギプスを巻いた状態で生活し

ています。そんな私の姿を見て子供たちは、「大丈夫ですか？」と、とても心配してくれます。改めて

「錦糸っ子」の優しさにふれ、心がポッと温かくなりました。 

 診察のため、自宅近くの病院に行きました。ギプスで固定しているため、車いすで病院に向かったの

です。ところがこれが大変。道路のちょっとしたデコボコや歩道のわずかな段差にも車いすは立ち往生。

まっすぐ進んでいるつもりでも、車体はどんどん路肩の方に吸い寄せられるように傾いていきます。水

の流れをよくするために、傾斜がついているんですね。自宅から病院まで歩けば 10 分程度の道のりで

すが、車いすで 40 分以上もかかってしまいました。病院への道すがら、改めて、「バリアフリーとは何

か」、「人に優しい環境とは何か」ということをぶつぶつ独り言いながら考えました。 

 そんな車いす生活をしている中で、ふと、20 年近く前に読んだ「ゾウの時間ネズミの時間」（本川達

雄 著 1992 年 中公新書）の一節である「なぜ車輪動物がいないのか」という論考を思い出しまし

た。氏の研究によると、車輪が何とか自力で越えられる段差は、その直径の 1/4 程度なのだそうです。

車いすの場合、車輪の直径がおおよそ 61～67cm なので超えられる段差の高さは、16cm 程度になりま

す。これをアリのサイズで考えると、仮にアリが 4mm の車輪を使うとすると、わずか 1mm の砂粒や

落ち葉を超えることも難渋してしまうというのです。しかも、地面がどろどろしていたり砂地だったり

すると車輪と地面の摩擦はさらに増加してしまいます（氏によると、砂地はコンクリート道路の約 10

～15 倍の抵抗になるそうです）。結局、車輪を効率よく働かせるためには、どこまでも平らな道路をあ

まねく張り巡らさなければなりません。氏は、技術は「使い手の生活を豊かにすること」、「使い手と相

性がいいこと」、「使い手の住んでいる環境と相性がいいこと」の 3 点から評価されなければならないと

論じています。そして、「車というものは、そもそも環境をまっ平らに変えてしまわなければ働けない

もの」であり、「使い手の住む環境をガラリと変えなければ作動しない技術など、上等な技術とは言い

がたい」と論じています。 

 人は、自らの生活を豊かにするために大きくその環境を「変えて」きました。しかし、それは、そこ

に住む人にとって本当に「相性のいい環境」なのか、考えさせられます。 

 

 今、世界各国の自動車メーカーが、自動車の「自動運転システム」の開発にしのぎを削ってます。ま

た、アメリカに本社を構える世界最大手の IT 企業もこの「自動運転システム」のソフトウェア開発に

乗り出し、2010 年から公道における自動運転の実験を繰り返しています。国内自動車メーカーでは、

自動ブレーキシステムだけでなく高速道路における単一車線自動運転システムを搭載した自動車を市

販しました。同メーカーでは、2020 年までに一般道路における自動運転の実現を目指しているそうで

す。今まさに技術は、人の住む環境のみならず、人の知能や認識、判断力をも超えようとしているのか

もしれません。その技術が真の意味で「生活を豊か」にし、「使い手とその環境に相性がいい」ことを

願ってやみません。 

 

 けがをしたおかげで、改めて世界の最先端技術の一端について学び、考える機会を得ましたが、やは

り、けがはしない方がいいです。 
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 ～プールでの学習を終えて～ 

・プールでいろいろなおよぎのれんしゅうをしたのが、たのしかったです。（１年１組      さん） 

・さいしょは、もぐるのもこわかったけど、たくさんがんばったら、できるようになりました。うれし

かったです。                         （１年１組      さん） 

・けのびをがんばりました。「ながれるプール」がたのしかったです。 （１年２組      さん） 

・はじめてのプールで、バタあしができるようになりました。うれしかったです。 

（１年２組     さん） 

・１年生の時はうまくできなかったけど、けのびがうまくできるようになって今年は「赤６」になれま

した。                             （２年１組     さん） 

・私はけのびができるようになりました。かべを強くけって、ビューンと進めるようになりました。 

 （２年１組     さん） 

・ぼくががんばったことは、自由およぎです。６年生になったら、みんなで「青３」までできるように

なりたいです。                         （２年２組     さん） 

・わたしは、「赤５」になったことがうれしかったです。こんどは、いきつぎをがんばります。 

                             （２年２組     さん） 

・ぼくは、プールで今年中に「緑」から「黒」になれました。そのために、夏休みのプールにも参加し

て練習しました。来年は、「青」になれるようにもっと練習をがんばります。（３年１組     さん） 

・わたしは「赤１」でとてもくやしかったので、たくさん練習をしました。「赤４」になれてうれしい

です。来年は、クロールができるようにがんばりたいです。   （３年１組       さん） 

・わたしは、今年のプールで緑から黒まで合格することが目標でした。でも、結局「緑１」で終わって

しまいました。来年のプールは「黒３」まで合格したいです。    （３年２組      さん） 

・わたしは、今年の水泳で「緑２」までいきました。今年はクロールを特に練習して、墨田体育館でも

がんばりました。２年生の時は、「赤５」まで合格していたので、「緑」になりたくてここまでやって

きました。来年はクロールで１００ｍを泳ぎたいです。       （３年２組      さん） 

・ぼくは、長いきょりを泳げるように練習して、クロールの１００メートルを合格しました。その後、

カエル足の練習をして、平泳ぎの１００メートルも合格できました。うれしかったです。 

（４年１組     さん） 

・私は夏休み中、習い事でプールには行けませんでした。なので、練習する時間が無くて、目標のクロ

ールの２５メートルを合格できませんでした。でも、「流れるプール」や「水中じゃんけん」は楽し

かったです。来年こそは、夏休み中の空いた時間に練習して、クロール２５メートルを合格したいで

す。                              （４年１組      さん） 

・ぼくが今年のプールでがんばったことは、タイムを速くすることです。クロールのタイムが速くなっ

たけど、今年はまだ「青１」を合格できませんでした。来年は、もっとがんばって合格したいです。 

（５年１組      さん） 

・今年のプールでできるようになったことは、平泳ぎで１００メートル泳ぐことです。今までは、ずっ

と２５メートルしか泳げませんでした。でも、最後の検定の時に、初めて１００メートル泳げました。

うれしかったです。                       （５年１組      さん） 

・ぼくは、今年の水泳の授業で、できるだけ足をつかずにがんばりました。意外とビート板より、その

ままの方が泳ぎやすかったです。水泳記録会では、足はついたけれど自分的にはがんばったと思いま

す。                              （６年１組      さん） 

・この夏、水泳でがんばったことは、全部参加したことです。あと、水泳記録会もがんばりました。学

校では、３９～４１秒でした。でも、水泳記録会の時、３３秒になりました。（６年１組    さん） 
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 毎年、近隣の小学校の６年生が集まり、水泳の学習の成果を発表しています。

それが、水泳記録大会です。９月９日に、両国中学校プールで行われました。錦糸小学校のプー

ルで学習する最後の夏となった６年生が、どのような思いで、練習や大会に臨んだのでしょうか。 
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 ３年担任 

３年生から社会、理科、総合的な学習の時間がスタート。その他に、音楽のリコーダー、書写の毛筆

も加わり、盛りだくさんになりました。それでも「やだ」という子供はほとんどおらず、どの子も新し

く始まった学習を楽しんでいます。 

先月は、音楽朝会でリコーダーを披露しました。音楽の時間はもちろん、休み時間や放課後（夏休み

も頑張っていた子も・・・）に練習を頑張った成果を出し切り、とても素敵な音色を奏でることができ

ました。 

また、社会科では「地域の伝統行事」

という学習で、子供たちが毎年楽しみに

しているお祭りを９月から学習している

ところです。先月は、課題をもってお祭

りに参加したり、牛嶋神社に行って神社

の方にお話を伺ったりしてきました。今

後、地域の方からもお話を伺い、お祭り

にかける思いや願い等を調べていく予定

です。見学、観察、インタビュー、体験

活動など校外に出かけることの多い３年

生。地域の中で大きく成長中です。 

今年度の水泳の勉強は、よくがんばって、泳げるようになりました。今の僕は、前の僕より
大変身しました。そして、水泳記録会になって全力でがんばって、自分の新しい記録を残しま
した。                          (          さん) 
 
私は、今年の夏、水泳をこれまでの中で一番がんばりました。今年は、水泳記録会があった

ので、夏休みのプールにも、一回休みましたが、それ以外は全部参加しました。記録会でベス
トタイムは出ませんでしたが、私はがんばりました。私は３年生くらいまで泳げませんでした。
でも、今は、リレー選手に選ばれるくらいになりました。人はやれば何でもできるんだと思い
ました。                               (    さん) 
 
最初で最後の水泳記録会。ぼくは、５０ｍ平泳ぎに出場しました。途中、ゴーグルが外れて

しまいましたが、応援のおかげで泳ぎ切ることができました。       (    さん) 
 
ぼくは、水泳記録会の日は、ものすごく緊張していました。その中で、本気で応援をしまし

た。声を出し過ぎて、のどが痛くなるくらいです。とても緊張しましたが、結果、一番でゴー
ルし、立たないで泳ぎ切ることができました。うれしかったです。     (    さん) 

 
私が水泳記録会でがんばったことは、５０ｍ自由形です。学校では、５０ｍを５３秒でしか

泳げませんでした。けれど、本番は、クラスのみんなの応援のおかげで、４７秒で泳げました。 
(      さん) 

 
私の目標は、５０ｍを泳ぎ切ることでした。私は「自分もがんばれ」と自分のことを自分の

心の中で応援しました。私は、中学生になったらもっとがんばります。  (      さん) 
 
ぼくは水泳大会で、平泳ぎ５０ｍにエントリーしました。すごく緊張していました。だって

相手は、二葉の強そうな人と、菊川の一番速い人と戦うことになったからです。結果、平泳ぎ
は全体で４位でした。ぼくは、改めて他の学校の人はすごいと思いました。４位…悔しい。世
間は広いですね。                          (     さん) 



 

※スクールカウンセラー相談日  

1０月 ７日（金）・1４日（金）・2１日（金） となっております。 

 

  

 

 

日本語教室について 

学級の授業を日本語で理解したり、友達とコミュニケーションを取ったりするために、日本語教

室では 56 人の子供たちが勉強をしています。母語と日本語の意味をつなげたり、体を動かしたり

とさまざまな方法で、楽しみながら日本語を学習しています。現在、錦糸小の子供たちにつながり

のある国は、全部で 12 か国です。言語はもちろんのこと、それ以外の文化も多様です。さまざま

な文化に触れ、お互いの違いを受け入れたり、よさを発見し合ったりと、お互いの子供たちにとっ

てとてもよい異文化交流の場になっています。休み時間には、日本語教室に通っていない子供たち

も来て、日本語教室は元気な声と笑顔であふれています。                      

                                                                                       

日 月 火 水 木 金 土 

9/25 9/26 9/27 9/28 9/29 9/30 10/1 

      都民の日 

2 3 4 5 6 7 8 

  生活科見学 (１ .2 年 )  

花育（５・６年） 

錦糸子ども教室 

放課後学習教室 委員会活動 

プラネタリウム（４年） 

前期終業式 

 

 

9 10 11 12 13 14 15 

 体育の日 後期始業式 

安全指導 

錦糸子ども教室 

4 時間授業 

放課後学習教室 

交通安全教室（4 年）  

プラネタリウム（6 年）

生活科見学予備日（1.2 年）  

4 時間授業 

清掃車見学（４年） 

就学時健診 

 

16 17 18 19 20 21 22 

 体力づくり（長縄）始 

４時間授業 

（４年生は５時間）  

避難訓練 

視力（５・６年） 

計算コンテスト 

錦糸子ども教室 

視力（３・４年） 

UkiUki Lunch 

放課後学習教室 

視力（１・２年） i-check 

きんし保育園交流 

（２年） 

放課後英語教室 

 

23 24 25 26 27 28 29 

学校公開① 

学校説明会 

学校保健委員会 

PTA 学年会活動（１・２・６年）  

募金活動始 

学校公開② 

セーフティ教室 

（わくわく音楽道）  

新日フィル（３・４年） 

 

学校公開③ 

盲導犬ふれ合い授業 

（３・４年） 

錦糸子ども教室 

太平保育園交流 

（１年） 

放課後学習教室 

５年のみ６時間授業  

体力作り（長縄）終 

長縄記録会 

クラブ活動 

募金活動終 

振替休業日 

（１０/２３分） 

 

 

30 31 11/1 11/2 11/3 11/4 11/5 

  開校記念日 ４時間授業 

読書月間始 

文化の日 ４時間授業 土曜授業 

なかよし班遠足 

PTA きんしフェスティバル  

生活目標
せいかつもくひょう

  元気
げ ん き

に遊
あそ

ぼう 運動
うんどう

しよう 

保健目標
ほ け ん も く ひ ょ う

  目
め

を大切
たいせつ

にしよう 

 

 

１０月の行事予定 


