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公開研究会・タスカルーサ・防災訓練 

算数科の授業における言語活動

自分のアイディア・考えを式・

表・グラフ・図などの数学におけ

る言語として表し、友達に論理的

に説明していきます。説明を聞い

た児童は、ノートなどを利用しな

がら、式や図と関連付けて、理解

を深めていきます。 

写真；実花小学校公開研究会

＜平成 22 年 10 月 6 日（水）＞ 

学習指導要領に言語活動例が示

された国語科では、身につけさせ

る学力を明確にした上で、言語活

動の組み方を工夫する必要があり

ます。大久保小では、今年度から、

「書くこと」（言語活動例に新設

された「創作」）を中心に、研究

に取り組んでいます。 

写真；大久保小学校公開研究会

＜平成 22 年 10 月 13 日（水）＞ 

 実際の災害を想定した緊迫感あ

ふれる訓練を、「キラット・ジュニ

ア防犯隊」のメンバーが真剣に見つ

めています。こうして、未来の防犯

の担い手が育っていきます。 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  「タスカルーサ」 と 「黒い・戦士」 の関係は？ 

“What’s in a Name?”  
“Tuscaloosa” doesn’t sound like an English word, does it?  
What language do you suppose it is from?  It’s a Native 
American word from the Choctaw language.  Actually, it’s  
a compound of two words, tuska and loosa, meaning “black 
warrior.”  Here in Japan you also have cities with names 
taken from the language of indigenous groups.   Did you 
know that Sapporo is an Ainu word?  It means, “dry, wide 
river.”  Similar to Sapporo, Tuscaloosa is also named after 

its river, the Black 
Warrior.  That’s a 
strange name for a river, 
isn’t it?  The river is 
named after a powerful 
Native American chief, 
Tuscaloosa, who lived in 
that area over 450 years 
ago.  Hahn-Powell Gus 

「タスカルーサ」は英語らしく聞こえないでしょう。 
元々はどんな 言葉だと思いますか？実はネイティブア
メリカンのチョクトー語の言葉なのです。合成語で「タ
スカ」と「ルーサ」に分けられます。「タスカ」は「黒
い」と言う意味で「ルーサ」は「戦士」と意味です。日
本においても、先住民の言葉から名前がつけられた多く
の町がありますね。「札幌」という地名がアイヌ語から
きていることはご存知ですか？「札幌」はアイヌ語で「乾
いた大きな川」という意味です。「札幌」と同じで、「タ
スカルーサ」も市内を流れる「黒い戦士」という川の名
前に由来があります。川の名前が「黒い戦士」というの
は不思議に思えますが、実は、４５０年前のチョクトー
族の偉大な酋長を讃えて名付けられているのです。 

 
 
 
 

 
 

 
 習志野の防災を担う若い力の育成 

平成 22 年９月 26 日（日）に第七中学校を会場として、習志野市総合防災訓練

が開催されました。習志野市安全対策課が運営し、平成 20 年に実花小学校、平

成 21 年に市役所グランドで開催され、今回が 3 回目となります。 
消防・警察・陸上自衛隊第一空挺団・医師会・歯科医師会・ＮＴＴ東日本など

多くの防災関係機関が参加する中に、市内小・中学生で構成される「キラット・

ジュニア防犯隊」のメンバーも、お揃いの青いジャンパーと青い帽子に身を包み、

真剣に体験・訓練を行いました。 
 多重衝突救助訓練などの見学の他、初期消火訓練やＡＥＤ応急手当訓練、資材

組み立て訓練などを実際に行い、さらに煙体験ハウス・地震体験車・はしご車な

ども体験して、災害に対する知識や経験を深めることができました。 
 
 今回の訓練を通じて、子どもたちの防災意識が一層高まり、将来の習志野市の

防災を担う若い芽がたくさん育ってくれることを願っています。 

（第七中学校 新井嘉晴 教頭） 

第七中学校において習志野市総合防災訓練実施

タスカルーサ市の歴史・風物詩を紹介します。 （ＡＬＴ；ハンポル・ガス） 

～言語活動につながるキーワード～ 
大久保小学校・実花小学校

 
参観の先生方から，子どもたちが意欲的に取

り組む姿，それぞれの考えを自分の言葉で伝え

あい共有する姿がとてもよかったという高い

評価をいただきました。今後も教職員一丸とな

り研究を深めるべく決意を新たにしました。

（実花小学校 研究主任 佐藤健二 教諭）

 

 「創作」という言語活動に焦点を当て、先駆

けして単元開発・授業実践してきた研究の方向

性、言葉にこだわり自分の思いを深めて豊かに

表現している子どもたちの姿に、高い評価をい

ただきました。今後の糧として、より一層充実

した研究を進めてまいります。 

（大久保小学校 研究主任 伊坂尚子 教諭）

公開研究会 

Next time, I’ll write about the University of Alabama, a
Tuscaloosa landmark.  

次回はタスカルーサのシンボルでもある、アラバマ大

学を紹介します。（写真は Black  Warrior  River） 
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外国語活動・給食甲子園・給食センター

 子どもたちに、食べる喜びを！（学校給食センター） 

総勢 46 名で、6500 食  ＜「きのこ」なら 37ｋｇ分を洗います  ＞ 

[おいしさ] も [安全] も 両方お届けします 

「食育」を支援しています   

大会に向けて抱負を語る

大﨑正枝先生  
  

2010.10.6（教育委員会にて）

お買い物を英語で楽しく 

ＡＬＴの先生と一緒に 

「食育」の授業で、食材の

説明をしています。 

津田沼小学校栄養士 

永田美保先生 

きのこ３７ｋｇを洗って

います。

 
子どもの自立に向けて、「自己表現」できることはとても大切なことです。コミュニ

ケーションを楽しむ場面として、これまで音楽や運動に重点を置いてきましたが、さら
に今年度は、新たに英語活動に挑戦しています。 

英語をコミュニケーションの手段に用いるという発想は、これまでもっていませんで
したが、始めてみると、子どもたちの目の輝きや集中力、達成感に満ちた笑顔などに新
鮮な手応えを感じています。 

具体的な実践では、慣れている活動の場面で、大好きな音楽を効果的に活用し、短時
間であっても毎日行っていくことを心がけました。その結果、自ら「Good morning」と

大きな声であいさつする、相手の顔を見ながら、自然に「Thank 
 you」と言うなど、英語という新しいコミュニケーションの
手段が加わったことで、さらに学級が明るくなりました。英語に興味をもっている子ど
もが多かったこともあるかもしれませんが、子どもたちは英語で表現できる楽しさを大
いに味わっています。 

英語活動を担当するのは初めての経験であり、不安を感じていた私ですが、子どもた
ちの豊かな感性、無限の可能性に驚かされています。平成 23 年 2 月 3 日に開催いたしま
す本校公開研究会では、５、６年生とともに本学級も英語活動を展開します。  

（習志野市立香澄小学校特別支援教育担当 津久井 千絵 教諭） 
 

 
  地元の食材を利用した「サバドライカレー」で挑戦します！ 

『第５回「全国学校給食甲子園」－地場産物を生かした我が校の自慢料理－』の予選

に、第六中学校栄養士の大﨑正枝先生が千葉県代表として出場します。 

 学校給食は、地域でとれるさまざまな地場産物を食材として利用した献立が出されて

います。学校給食は、食の文化、食の安全を守り育てる現場であり、食の地域ブランド

にも密接に関わっています。この大会は、学校給食で提供

している郷土を代表する料理を競う中で、食育を啓発する

こと及び地産地消を奨励することを目的としています。 

 

 

 

 

 
 

学校給食センターは栄養士・調理員・事務職員・ボイラーマンなど総勢 46 名の職員で構

成されています。現在小学校 10 校・幼稚園 9 園の約 6500 食を２つの調理場で作っています。

今年の夏は、猛暑が続きましたが、給食室は 40℃にもなり、暑さに耐えながらの作業となり

ました。冬場には、コンクリートの床の上で寒さとの戦いが始まります。 
  

 
  

子どもたちのために安全でおいしい給食を届けたいと、日々献立作成や調理に頭を悩ま

せています。食品のほとんどが国内産で、毎月、見本を試食し、分析表をもとに成分を確

認して安全・安心なものを使用しています。毎日、給食センターと学校を往復する連絡ノ

ートの「おいしかったです」の声に励まされて、みんなでがんばっています。 
 
 
  

６名いる栄養士は、月に１回の給食訪問で地元野菜を紹介したり、子どもたちと一緒に

給食を食べたりしています。学校と離れているため毎日の声かけはできませんが、掲示用

・配布用の「給食だより」や放送資料を作成し、情報提供に努めています。また各校の「食

に関する全体計画」に沿った授業にも加わり食育を進めています。給食センターには、食

育の資料がいろいろありますので、必要なものがありましたらお声をかけてください。  
（学校給食センター・藤崎小学校；学校栄養職員 高橋さゆり 先生） 

食欲の秋 ～大﨑正枝先生（第六中学校）が千葉県代表に選ばれました～

コミュニケーションの幅を広ひろげる「小学校外国語活動」 

写真トレイの右上が「サバドライカレー」です。サバドライカ

レーには、細かく刻んだ大豆も入っています。習志野産ニンジン

で作ったゼリー（トレイ左カップ）も添えられています。 


