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現地学習を振り返って
８月２８日金曜日、炎天下のなか現地学習が行われました。場所は円山動物園。当初の予定では
登山も行われるはずでしたが、気温が高く熱中症の危険性もあったため、円山動物園での研修だけ
になりました。その当日の思い出の作文を、各クラス１名ずつ紹介致します。

３３℃の現地学習
１年２組

暑すぎた現地学習
１年１組
N
「暑い!!」この現地学習は、暑すぎた。今日の
朝、天気予報で最高気温が３０度を超えると聞い
ていたので、朝に暑さ対策をしていきました。外
に出たとたんに、とても暑く感じられました。学
校に着いても暑かったですが、バスに乗って動物
園に向かう間は涼しかったです。 動物園に着い
てからも暑さは収まらなかった。今思うと、その
時の私は、イヤな態度をとっていました。暑さに
イライラしていたからです。後悔するくらいなら、
暑さくらい我慢すれば良かったと思います。
このようなことが、前にも何度かあったな、と
振り返ることができたので、今回の現地学習はあ
る意味いい機会だったかな、と思いました。

円山動物園で現地学習
１年３組

O

今日は現地学習がありました。色々な動物がい
ました。なかでも僕はオビタイガーサラマンダー
という両生類をスケッチしました。この動物はカ
ナダ中部以南の半砂漠地帯や森林など広く分布し
ています。夜行性で小動物がほった家に入り込み、
その巣穴を奪って隠れます。僕はそのことに対し
てすごく面白い動物だなと思いました。夜に活動
してすみかをとるのが、まるで人間のドロボウみ
たいだなと思いました。そしてすごく頭の良い動
物だと思いました。
動物は日々進化しています。生き残る知恵が隠
されています。それを今日、円山動物園で学びま
した。目の位置、耳の形、体の色、全てに意味が
あります。その特徴をしっかりと理解することが
人間にも言えます。お互いを尊重し合い、共存で
きる世界ができれば、もっと良い世界を創ってい
けると思います。

S

今回の 現地学習で印 象に残った ことは、３つあ
ります。
一つ目 は、動物達の ほとんどが 、ぐでっとして
いた こと です。 寝てい たり、木の 陰の中で休ん で
いる 動物 が多く て、暑 いのは私達 だけではない ん
だと思いました。
二つ目は、クイズがすごく難しかったことです。
動物 の愛 称を見 て、ど の動物かを 探し当てたり 、
体の 一部 分を見 て、ど の動物かを 調べるのは、 と
ても 難し くて、 ２問中 １問しか正 解できません で
した。
三 つ目 は、バ スの涼 しさです。 動物園研修を 終
えて バス に乗っ た時に 、とても涼 しくて、外の 暑
さとは大違いで、天国みたいだと思いました。
今 回の 現地学 習は、 班の人達と いつもより会 話
する こと ができ ました 。暑いのは 辛かったけど 、
楽しいことがあった現地学習でした。

現地学習での感謝
１年５組

A

中学校 に入って初め ての現地学 習でした。班の
みん なと 助け合 いなが らたくさん の大事な思い 出
を作 りま した。 その中 でも特に印 象に残ってい る
事を紹介します。
私には、会長、班長の２つの仕事がありました。
班長 では 、班の みんな を引っ張っ たり、助けて も
らい なが ら、時 間通り にすすめら れました。で す
から 班の みんな に感謝 です。会長 では、みんな を
並ば せた り、点 呼をし ました。整 列は、けっこ う
上手くできたけど、点呼では、時間がかかったり、
声が 届か なかっ たりし て、先生に 注意もされま し
た。 私が できな かった ことを注意 してくださっ た
先生 に感 謝です 。そし て注意をさ れたら受けと め
て、ありがとうと言える人になりたいです。
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現地学習を振り返って
１年４組
H

現地学習を終えて
１年６組

僕が現地学習で学んだことはチームワークです。
この班 にな ったと き、仲の良 い人もいて、 話し
たことのない人もいた。少し不安はあったが、 話
し 合いを して いるな かで、少し ずつだが、み んな
と会話することができた。
いよい よ当日。暑 い中、円山動 物園研修が始ま
っ た。研 修で は、楽 しく会話し ながらするこ とが
で きた。 研修 ②でク イズがあり 、みんな正解 しよ
う とはり きっ ていた 。その中で 一つ難しい問 題が
あり、みんなが混乱していた。すると、「もう時間
だから戻ろう。」と言った人がいた。普通なら、答
え られる まで 戻らな いと言うと 思うが、みん なは
違って、「分かった。戻ろう。」と言った。
この現 地学習での チームワーク は、スポーツな
ど とは違 い、 仲間の 言ったこと に対して文句 を言
わ ずに、 一つ のグル ープとして 行動するとい うこ
と だ。今 回の 研修で はそのチー ムワークとい うの
がしっかりできていたと思う。
これか らも、チー ムワークを忘 れずに、生活し
ていこうと思う。

私は、この現地学習をおえてたくさん学ぶこ
とがありました。
まず、楽しむことが大切だと学びました。何
事でも楽しまなきゃおもしろくないし、団結も
できないと思いました。私の班では全員が笑っ
て楽しく動物園を回れたのできっとクイズも解
けたのだと思います。
次に、仲間と協力し合うことが大切だと学び
ました。確かに楽しむだけでもできることがあ
るのですが協力して成し遂げられることが多い
のです。例えば、今回のクイズのように一人一
人の考えを合わせ正解させたり、時間を確かめ
合ったりして活動ができました。
私は、この現地学習で今まであまり話したこ
とのない人と話せたり、班でたくさん協力して
動けたり、すごく楽しくいい行事だったと思い
ました。

現地学習の感想
１年８組
現地学習を終えて
１年７組
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今回、気温が高すぎたため円山の登山がなく
なってしまって残念でした。けれど、動物をた
くさん見る事が出来、とても楽しかったです。
自分は班長だったので役目をしっかり果たす
事が出来たのか不安だけれど、班の人達が色々
サポートしてくれたので、良かったです。
研修②の時、終わりの時間の変更の放送が聞
こえず、遅れてしまったので、今後そのような
事がないように気を付けたいと思います。帰り
のバスの中でとっても盛り上がって、すごく楽
しかったです。
私の現地学習は成功もあったし、失敗もあっ
たけれど、とても楽しかったです。行く前はい
ったいどうなるのだろうと、すごく不安に思っ
ていたけれど、分からない事は班の人に聞けた
りして安心しました。
登山はなくなってしまったけれど、とても楽
しい１日になりました。

出 発式の「今 までたくさん の準備をしてきまし
た 」と いう 言葉で 、私は「 現地学習、い よいよな
んだなぁ」と思いました。
現 地学習で良 かったと思う 所は、時間を見なが
ら行動できたことです。私は班長だったのですが、
し っか り時 間を見 ながら「 あと○分だよ ！」など
と声をかけられたのが良かったと思います。
（…中略…）
中 学生になっ て初めての現 地学習でしたが、暑
す ぎて 登山 が中止 になるな ど、残念なこ と大変な
こ とが いろ いろあ った現地 学習でした。 それを乗
り越えられたのは、班、学級、学年で協力し合い、
助 け合 った からだ と思いま す。良い所も 悪い所も
あ りま した が、そ れを次に 生かしていけ ればと思
います。楽しい現地学習でした。

現地学習

１年１０組

T

８月２８日金曜日に円山動物園に行きました。円山動物園についた後は、しばらく歩いてエゾシカオオカ
ミ館とホッキョクグマ館に分かれて、絵を描きました。その後は、熱帯雨林館、高山館、子ども動物園に行
きました。その後は、少し時間があったのでいろんな動物を見に行きました。その後、クイズに参加し、ク
イズは結構難しかったです。クイズが終わって昼食をバスの中で食べて写真を撮って学校に帰りました。
今回の現地学習は暑くてどうなるかと思ったけど、色んな動物を見る事ができて、とても楽しかったです。
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