
 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

「雨」の予報を心配していた 11月 8日、月曜日。 

君たちの祈りが通じたかのように、「曇りところにより晴れ」という校外学習 

日和
び よ り

となりましたね。 

出発時刻は 30分遅れの 9時でしたが、10時過ぎには現地に到着し、緑に囲 

まれた大自然の中で、思う存分アスレチックを満喫することができたのではないでしょうか。 

今回の学年通信は、校外学習の翌日に行った「振り返り」を特集します。 

 

事前準備について 

「全員が校外学習を心待ちにできるように」という考えから、行動班やバス座席の決め方を 

クラスで話し合いました。 このことについて、あなたはどんなことを考え、感じましたか？ 
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私は一番最初は自由がいいなと思っていたし、自由がい

いという意見の方が多かったです。でも、そのままの意

見で自由にしなくて本当に良かったと思いました。もち

ろんどんな決め方でもメリット・デメリットはあるけ

ど、私がよかったと言っているのは、自由じゃなくてよ

かったではなく、ちゃんと話し合えてよかったというこ

とです。校外学習を通して約 4 時間話し合った甲斐があ

ったと実感できてなんか嬉しかったです。（1 組代議員） 

みんな一人一人クラスのことを考えているんだなと思

いました。「自由」という意見が出て、最初はそれに決

まったけど、後々みんなが「自由ってやっぱりどうなん

だろう」と考えてくれたのが嬉しかったです。代議員で

しおりやくじの作成で「こうしたら見やすい」とかみん

なで相談して作ったのが楽しかったです。いろいろ準備

など話し合いで忙しかったけどやりがいがあって楽し

かったです。             （8 組代議員） 

自由が良いという意見もたくさんあったけど、自由にす

ると必ず嬉しい人とあまり嬉しくない人も出てくるし、

積極的じゃない人や人数の問題で一人だけはみごにさ

れたりするから自由はよくないと思いました。なりたい

人となるのは楽しいけど、ここは学校。我慢は必要だと

思いました。代議員会で「くじが公平だ」という意見が

一番いいと思いました。      （6 組代議員） 

「全員が心待ちに」という簡単なようで難しい課題をク

ラスで話し合い、平等なくじに決まった。やっぱり多く

の人が仲の良い人と座りたい、同じ班になりたいから自

由がいいと思う人もいたが、全員が心待ちにという考え

だと、少数の人が大きな我慢をするよりも、みんな一人

一人が小さな我慢をする方が良い校外学習になると思

ったので、くじでよいと思った。   （4 組代議員） 

友達が少ない子が困ることなく決めれたし、クジだった

から普段はあまり話さない子とも話せて仲良くなれた

のでよかったんじゃないかなと思います。クラスのみん

なでちゃんと意見を出せていたのでよかったと思いま

した。                  （2 組） 

クラスのみんなで話し合って反対の意見もたくさん出

てきて自分の考えを言えた。最終的に全部くじになっち

ゃったけど、バス座席ぐらい自由にしたいと思った。                   

（5 組） 

私は最初は決め方は自由がいいなと思っていていたん

ですけど、みんなの意見を聞いていくうちに自由だとも

めてしまったり、全員が納得するようになるのは難しい

のかなと思いました。また、代議員さんが放課後何時間

も話し合ったと（学年便りに）書いてあり、とてもあり

がたいなと思いました。          （3 組） 

クラス一人一人がどうやったら全員納得がいく決め方

になるか考えていて、みんながクラスのために取り組め

ていてよかったなと思いました。自分だけではなく、他

の人が楽しめるようにしようとしているのがよかった

なと思いました。             （7 組） 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.photolibrary.jp/img295/135860_2607473.html&psig=AOvVaw0nvx0iaGZmLz50an5dU_9c&ust=1637120263082000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCLia7rz6m_QCFQAAAAAdAAAAABAD


事前取り組みを通して、感じたことや考えたことは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分たちで決めたりするのはすごく難しくて大変だけ

ど、頑張ってみんなでたくさんの案を出してその中から

決めたものは、一番良い方法で、みんなで決めたという

ことにも意味があるんじゃないかと思います。同じ「く

じ引き」でも、テキトーに決めたのと、考えて決めたの

では価値観が違うと思いました。      （1 組） 

人には価値観の違いがあるんだなぁと改めて感じさせ

られました。「自由に決めたい」と思う人もいれば、「く

じで決めたい」と言う人もいるので「話し合う」という

のは大切なことなんだと思った。      （2 組） 

小学生の時とは違い、各クラスで意見を出し合あって、

そのあとに代議員さんたちが話し合って決めてくれた

から、どんな風になるんだろう？という楽しみな気持ち

が強かったなぁ～と思いました。         （2

組） 

自分がこうしたいと自分ばかりな意見を持つのではな

く、どうしたらみんな仲良く楽しむことができるのかな

と周りの子ともよく考えて意見を持つべきだと感じま

した。                  （3 組） 

代議員会でとても多くのことを学ぶことができました。

みんなが楽しむには多少の我慢が必要。今回の行動班や

バス座席きめの時も、みんなが少し我慢をしてくれたか

ら楽しく事前取り組みができて、楽しい校外学習にする

ことができました。         （3 組代議員） 

事前取り組みをしたことによって校外学習を楽しむこ

とができたので、みんなが真剣に考えてよかったなと思

いました。次の校外学習でも今回のような事前取り組み

ができたらいいです。           （4 組） 

代議員を中心にやってくれたことはとてもありがたい

と思いました。しかし、代議員以外にもやりたいと思っ

ていた人がいると思うので、代議員とは別で実行委員を

立てた方がよかったなと思いました。    （5 組） 

みんなを引っ張ってくれる人の重要さとその人たちは

みんながついていきたいと思えるような、みんなのこと

を考えている人だということを改めて感じました。人そ

れぞれ意見が違っていて、自由がいい人もいればそうで

ない人もいたから、自分の意見を言うことの大切さにも

改めて気づきました。            （6 組） 

たくさん論議していって、みんなの仲が深まっていいな

と思った。「嫌や」とか「これはあかんやろ」など批判

の声もあったが、最後はまとまってよかったなと思っ

た。                （6 組代議員） 

代議員の「全員が校外学習を心待ちにできるようにして

あげたい」という思いが言葉を通して伝わってきたのが

嬉しかったです。             （7 組） 

不公平がないようにしてくじでバスの座席や活動班を

決めて、話したことのない人と同じ班になって、友達に

なれたらいいなと思いました。       （8 組） 

くじで決まったメンバーはいつも話さない人しかいな

くて、最初は嫌だったけれど、だからこそ、その人のこ

とが知れて友達の輪が広がったような気がして嬉しか

ったです。そして、その人のことを知っている気になっ

ていたけど、全然まだまだ同じクラスメートのことを知

らないんだなという気付きがありました。   （8 組） 

くじで決める時「え～」とか反対みたいな意見が多かっ

たですが、100％のうち 80～90%は楽しめたのではない

かなと思い嬉しかったし、自分も楽しかったです。                      

（7 組代議員） 



アスレチックパークを体験した感想は？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一番楽しかったのはやはり水上アスレチックです。した

が水だからこそ「落ちたくない」という気持ちが強くな

って、逆に下が地面の時よりもできた感じがしました。 

山のアスレチックでは、棒にぶら下がってその棒といっ

しょに進んで行くというものがありました。 

それに挑戦したのですが、勢いをつけて前に 

進もうとしたときに手が滑って背中から 

落ちたので、１分ぐらい体の左側に力が 

入らなくなりました。 

だけどそのあとは普通に楽しめたので 

よかったです。        （1 組） 

水上アスレチックでは、みんなが落ちて行って、そうい

うのも楽しかったけど、アスレチックがうまくいかず大

変そうにしている人に助けてあげたりアドバイスをし

たりしているのを見て、集団行動としては良かったと思

いました。                （1 組） 

他のクラスの友達と会って、やり方を教えてもらって応

援もしてくれたときは凄く嬉しかったし、ここに来れて

よかったと思いました。 

班のみんな、全員でそりを滑った時、風が当たって凄く

心地よかったです。山の空気はおいしかった。 （2 組） 

けがをしているので、そんなに多くのことはできなかっ

たけど、同じグループの人がしているのを見るのも楽し

かったし、できそうなことにチャレンジして、できた時

にはとても嬉しかった。 

少し班の人がバラバラに行動してしまうこともあった

けど、ちゃんと全員が合流できたのでよかった。 

遊ぶときは全力で、話を聞くときはしっかりとというメ

リハリを全体的につけれていたかなと思った。ただ、朝

の集合時間が遅れたので、そこを改善すればよいと思っ

た。                   （2 組） 

アスレチックパークへ行ったことで、久しぶりに体を動

かしながら楽しいと思えました。班は、普段あまり話さ

ない人もいましたが、これを機に話すことができまし

た。班は少し行動がばらばらになってしまいましたが、

集合する時やお昼を食べに戻って来るときには、時間に

余裕を持って行動したり、みんな揃って行動できたので

よかったと思いました。すごく楽しく思い出になる 1 日

になりました。 

コロナの中、校外学習に行けたこと、感謝です。 

ありがとうございました。         （3 組） 

水上アスレチックが一番楽しむことができました。班の

メンバー全員が水に落ちたと思います。落ちたからと言

ってやめることなく、僕もみんなもほとんど全部のアス

レチックに挑戦しました。最初と最後のアスレチックで

落ちたので、ずっと寒かったのは参りました。できなく

て「悔しい」と思ったのもいくつかあったし、簡単にで

きて嬉しいものもありました。とてもつかれましたが、

久々にあんなにわらったなと家に帰って思うほどたの

しい一日でした。             （4 組） 

久しぶりに「こわ」という思いをしたり、「できた」と

いう喜びを感じました。自分がアスレチック上で止まっ

ていると「こうすればできる」と方法を教えてくれたり

はげましの声を聞きました。 

井森先生の筋肉も改めて感じました。 

6 年の時、ビビッてできなかったものなどに挑戦し、苦

手なものも少し克服できたかなと思います。 （4 組） 

いけていないエリアにも行ってみたいと思った。 

水上アスレチックが一番楽しかったが、水に落ちたため 

すごく寒かった。 

縄をたくさんもって、手が痛くなった。 

ボートでスピードを出すために早く漕ぎすぎて足がつ

らかった。 

大雨の中でのアスレチックにならなくて、本当によかっ

た。                   （5 組） 

サスケが好きで、サスケに

似たようなアスレチック

があって、できている人が

少なくて、サスケの人はす

ごいと思いました。 

        （5 組） 

初めて水上アスレチックに行って遊んでみて、あれは秋に行くも

のではないなと感じた。アスレチックに行くこと自体が初めてだ

ったけど、想像よりも楽しかったし、怖かった。 

この社会で生きていくには、本当に「助け合い」が大切なんだと痛

感した。 

そして、着替えとかの準備など、自分の荷物を管理するのもすごく

大切なんだと分かった。               （6 組） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今回の体験は、今後クラスや学年にどう生かして行くことができるでしょう。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アスレチックをして、力が強くないとアスレ

チックをするのがとても難しいと思いまし

た。水上アスレチックをしたかったけど、着

替えを忘れてしまったのでできなくて、悔し

かったです。 

アスレチックをするのも楽しかったし、散歩

しながら看板を探したり、問題を解くのは楽

しかったです。 

トランポリンをした後、全然ジャンプができ

なくて面白かったです。     （6 組） 

みんなが普段と違った場所で集まって楽しめたのがよかった

なと思いました。グループで協力したり、手伝ったりしながら

班全員が楽しめて、コロナでイベントがなくなってきた中でも

思い出ができて良かったです。 

水に落ちてずぶぬれになっていた人も楽しそうで、自分も水上

アスレチックの最後のところをやればよかったなと思いまし

た。 

バスの中でも行きはバスレクが楽しかったし、帰りはみんなが

疲れて寝ていたけど、楽しかったのでよかったなと思いまし

た。                      （７組） 

Fisher’s 監修なだけあって難しいアスレチックになっていま

した。とてもいい思い出になりました。      （７組） 

私はあまり運動が得意ではないので、できなかったもの

もあったけど、友達ができているのを見ると嬉しくなっ

たし、すごいなと思いました。水上アスレチックでは水

の上というのが、少し怖かったけど、新しい感じがして

楽しかったです。 

最初はこけたりしないかいろいろ心配なこともあったけ

ど、帰る時にはとても楽しい校外学習になりました。  

（8 組） 

まず「楽しかった」というのが一つあります。 

友達と楽しくアスレチックしたこと。班行動で、み

んな仲良く行動できたこと。 

アスレチックで一番楽しかったのは「そりたつ壁」。

フィッシャーズの動画を見たら、すごく簡単そうに

見えたけど、現実はそんなに甘くなかったです。９

５度ぐらいありました。（←そんなわけないやろ！） 

すごく難しかったです。自分にはどれだけ筋肉がな

いかというのがわかりました。うんていは自分の体

重が重すぎて、手も足も出ませんでした。しかし、

そのほかはたいていできて、すごく楽しい校外学習

になりました。            （８組） 

どうやったら校外学習を楽しくすることができるかを

考えて意見を出し合うことができたので、自分たち全員

が楽しむにはどうすればいいのかを、自分たちで考えて

代議員がまとめて実行する。これを大切にすると、2 年

生になった時の校外学習や校外学習だけじゃなくて、球

技大会や修学旅行もうまくいくんじゃないかなと思い

ました。                 （1 組） 

集団行動をするうえで、自分がしたいことをするなどと

いう自己中心的な考えはダメなのだと分かった。今後、

集団行動をするときには、それぞれの意見を聞きなが

ら、みんなが納得できる答えにして、まとまって行動し

ていきたいと思う。            （2 組） 

何事も恐れず、勇気を出してとりあえず挑戦することが

大切だと分かったから、どんなことも楽しんで前向きに

進むことができると思います。       （2 組） 行きは整列や点呼が遅かったけど、帰りには早くなって

いたから、クラスだけでなく学年全体がまとまっていた

から、このことを次にも生かしていきたいと思いまし

た。                   （3 組） 

目的にそった意見を出し討論し合ったことで、今後のク

ラス会がよりスムーズなものになると思いました。自分

だけでなく、みんなのことをみんなで考えられるように

なったり、協力、団結も深まって、いい学年になってい

くと思います。今までの「仲の良い人と同じ班に」とい

う考えから「誰とでも仲良くしたい」「どんな班になっ

ても楽しめる」という考えになって行くのではないかと

思います。                 （4 組） 

これからも行動班やバス座席を決める時は「平等だな」

と思える決め方にしたいです。代議員だけが頑張るので

はなく、みんなで協力していいクラス、いい学年を作り

たいです。                （4 組） 

くじ引きだったから、あまりしゃべったことのない人た

ちだったけど、しゃべれてよかったので、2 年生になっ

てもどの人でも楽しくしたい。       （5 組） 

身近にいる友達などの大切さを改めて感じました。クラ

スの生活で友達の大切さを常に忘れず、生かしていきた

いと思いました。             （6 組） 

みんなが常にアンテナを張っていないと集団行動は難

しいから「誰かが」じゃなくて、「自分から」というの

をみんなが意識できたらいい集団になると思った。 

（6 組） 

他の人と協力したり助け合ったりして、目的を達成でき

ると思った。               （7 組） 

クジはクジでも少し違うものにする。さすが代議員だと

思った。これからも、そういうみんなに少しでも楽しん

でもらえるように工夫して準備したい。    （8 組） 

事前準備の班の決め方や実際にアスレチックをしてい

る時などで自分の意見ばかりを主張したり、一人で先に

行ったりしないという「協調性」を生かしていけると思

います。                  （8 組） 


