
       

  

  

 

 
 

遅い梅雨明けのあとは、連日 30℃を超える猛暑が続く令和２年の夏。一向に収まりを見せないコ
ロナの影響もあり、私たちの日常は、例年とは違う様相で時間が流れていたようでした。 
夏の風物詩とも言える高校野球も同じでした。甲子園では交流試合が開催され、その初日には、

大分商業高校と花咲徳栄高校のキャプテンが、「今、私たちにできることは一球をひたむきに追い
かける全力プレーです」と、力強く選手宣誓を行いました。コロナとの戦 
いは、もうしばらく続きます。しかし、この宣誓にあるように、私たちは 
目前に置かれた状況に、全力で立ち向かっていくしかないのだと思います。 
今朝の放送朝会で、子どもたちに３つの大切なことを伝えました。「思い 

きり遊ぶこと」「思いきり勉強すること」「思いきり友だちを大切にするこ 
と」。今日からまた、子どもたちと一緒に歩んでいきたいと考えています。   
   

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

令和２年８月２４日発行 

湯河原町立吉浜小学校 

校長  纐纈
こうけつ

 仁志 

 

《 「ありがとう」 「ごめんね」 をみんなの合言葉に！》 

＝ 夏休みの学習会（補習）、延べ３４２名の子どもたちが参加しました！＝          
今月３日と５日、２回にわたり学習会（補習）を行いました。約３か月間続いた 

臨時休業。６月の学校再開以降、子どもたちのペースに合わせ“ゆっくり、のんび 
りと”を合言葉に授業を進めてきましたが、それで 
も授業のリズムに乗るまでは大変だった子もいたと 

思います。今回の学習会 
は、そんな子どもたちを 
サポートする目的で行わ 
れました。少人数だった 
こともあり、どの学年、どの教室もピーンと張り詰 
めた空気の中、充実した時間が過ごせたようです。 
熱中症対策や感染症対策等、保護者の方にもご協力 
をいただき、本当にありがとうございました。 

お店の入口には「県外の方、 
入店お断り」の貼り紙。お墓参りにだ 

けはと思い、岐阜に車を走らせましたが、道 
すがら湘南ナンバーへの冷たい視線に、 

そそくさと帰ってきました。 

  

 

 

 

小学校って、何が大切なの？- じぶんアンケート実施の意味 -  

 

＝  

 

 

 
吉浜の海を守る 

R1.6実施 
433名 

R2.2実施 
427名 

R2.7実施 
402名 
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０%    10%     20%    30%     40%    50%     60%     70%    80%    90%    100% 

133名（30.7％） 198名（45.7％） 

122名（28.6％） 212名（49.6％） 

150名（37.3％） 175名（43.5％） 

＝じぶんアンケートの質問項目＝ 
 
○自分には、よいところがあると思う。 
○先生は、あなたのよいところを認め 
 てくれていると思う。 
○将来の夢や希望をもっている。 
○いじめは、どんな理由があってもい 
 けないことだと思う。 
○人の役に立つ人間になりたいと思う。 
○読書は好きだ。 
○国語の勉強は好きだ。 
○国語の授業の内容はよく分かる。 
○算数の勉強は好きだ。 
○算数の授業の内容はよく分かる。 

Ａ:よく当てはまる Ｂ:だいたい当てはまる Ｃ:あまり当てはまらない Ｄ:当てはまらない 
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Ｃ Ｄ 
Ａ 

Ａ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｄ 小学校の教育で、一番大切なことっ 
て何だろうか。小学校の先生たちには、 
何を求めていけばいいんだろうか。 
 校長をさせていただいた最初の年。 
もともと中学校で仕事をしていた自分 
にとって、それは今後を左右する、自 
身への大きな大きな問いかけでした。 
 多くの先輩たちに聞きました。現役 
校長はもちろん、知り合いの教育関係 
者にも何度も聞きました。しかし、なるほどと思えるような回答は得ら
れませんでした。生きる力をやたら力説する人もいます。新しい指導要
領を説明する人もいます。学習の基礎・基本を身につけるところだと言
う人もいます。集団づくりがポイントだと言う人もいます。小学生の時
にこそ規律やルールを教える必要があると言う人もいます。どれも大切
なことでしたが、やはり心に落ちる答えではありませんでした。 
 そして秋になり、ようやくその答えに出会うことができました。先輩
校長のＫ先生の言葉です。「小学校ってところはね、生きる意欲を育て
るところじゃないかな。自分をうんと好きになるところだと思うんだよ
ね。先生だったら分かると思うけど、中学や高校に行けば、どうしても
現実にぶつかることも多い。その時に、それを乗り越えられるかどうか
は、小学校の時にがんばってきた自分、生きていく自分への自信ってい
うのかな、そんなことを経験してることが大事だと思うんだよね。」 
  
 
右上のグラフは、昨年度から始めた“じぶんアンケート”の「自分には、よいところがあると思う」か

という問いに対する、全校集計の結果です。アンケートの結果は、その時々の気持ちや周りの環境にも左
右されるので、決して数字が上がれば良いというものではありません。ましてや、他校と比較するもので
もありません。授業や特別活動などの教育活動全般を振り返り、吉浜小を“子どもたちの意欲を育てる学
校”“自分の良さや魅力を見つけられる学校”にするためのヒントを、このアンケートの結果から得られれ
ばと思い始めました。これからも年２回、経年調査として実施していきます。 

集中でき勉強がはかどったという声も 分からないところは先生に 

先生たちも素敵な時間を再発見 

サーフ・レスキュー 

80名 
(18.5％) 

76名 
(17.8％) 

60名 
(14.9％) 

17名 
(4.3％) 

17名 
(4.0％) 

22名 
(5.1％) 



 
 
 
  
 
   
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=今後も感染症対策を油断なく！=    
学校でクラスターが発生したとい 

うニュースが流れると、緊張感が走 
ります。予断を許さない状況は続き 
ます。いざという時のため、本日配 
付の「児童・生徒などが新型コロナ 
ウイルス感染症に感染した場合等の 

対応について」を、家庭で必ずご確認ください。 
 
 
 

学校は変えられる！自治の力を子どもたちに！ 

 

＝  

 

 

=健康委員会の代表者が受け取る =  
先月 28 日、コロナ対策を実践する

“ゆたぽん”を描いた下敷きが、町の
商工会から全児童に贈呈されました。
当日は、神奈川新聞社や湯河原新聞社、
タウンニュース社などの取材が入り、
健康委員会の代表者４名が立派に感想
を述べていました。下敷きを大切にし、
意識の向上につなげていきたいと思い
ます。ありがとうございました。 

=６年生が「砂の芸術祭」を開催しました ! = 
  
先月 31日、お昼前の吉浜海岸は、６年生の賑や

かな歓声に沸いていました。コロナの影響で多く
の行事が中止になる中、例年行われている子ども
会の行事をヒントに、６年生が「砂の芸術祭」を
開催しました。チームごとに、 
カメや花火、カブトムシなど創 
造性あふれる砂の作品を仕上げ 
ていきました。 
 子どもたちのパワーは無限大 
です。それを上手く引き出して 
あげることが大人の役割です。 
子どもたちの清々しい表情に、 
その可能性を感じました。 

= 知ってるかな？ 保健室前の赤いポスト=  
夏休みが終わり、再スタートする学校生活を

楽しみにしている人もたくさんいるでしょう。
一方で、勉強や友だちのことなどで、いろいろ
と思い悩むこともあるでしょう。また、友だち
から相談を受け、自分一人では支えきれないと 

感じる時もあると思います。そんな時には 
一人で悩みを抱え込まず、先生や周りの大 
人に相談してください。吉浜 
小では、保健室前に「そうだ 
んポスト」を設置しています。 
担任の先生以外に相談できる 
ことはもちろん、保護者の方 
の利用も可能です。先生たち 
はみんな、皆さんの支えにな 
りたいと心から思っています。 
 

   

自由とは何か。民主主義とは何か。それは与えられるものではなく、
自らが築き、自らが発展させていくもの。この夏、海外で起きている出
来事を目の当たりにし、教育の真の意義を改めて考えさせられました。 
先月 29 日、児童委員会の代表５名が、昼休みの体育館の使い方を見

直して欲しいと、校長室に直談判にやってきました。全クラスから意見
を聞き、その結果をもとにした要望であり、素晴らしい取り組みだと思
いました。これからすべきことを話した上で、実現に向け応援すること
を約束し 
ました。 
 
 

 

 

 

（※このシリーズが続く保証はありません。） 

《 ボクのらくがき帳⑤ 》  – 新聞配達 - 

お金を稼ぐということは大変です。昔、「かせぐ
という漢字を書いてみて」と、気になる女の子に言
われました。でも書けなくて、「書けない人はお金
持ちになれないのよ」と言われ、ショックを受けた
ことがあります。それはともかく、今日はボクが初
めてお金を稼いだ時のことをお話ししましょう。 
あれは中１の時でした。今では許されないでしょ

うが、いわゆるバイトというやつです。仕事は新聞
配達。親戚に新聞屋さんがいた関係で、声がかかっ
たのです。件数は 20軒ほどでしたが、田舎です。
やっと人が通れるほどの畑道を、自転車で上ったり
下ったり。２時間くらいかけて配っていました。 
問題はバイト料です。１回たったの 150 円でし

た。今ではとても考えられない金額です。金銭感覚
に乏しい子どもだったとはいえ、ぼったくりもいい
ところです。それでも、日曜日のほとんど毎週と、
夏休みや冬休みも少しやっていましたので、そこそ
このお金を貯めることはできました。３年間、汗水
流して稼いだお金です。使い道は、誰にも文句を言
われることはありません。ボクは高校に入る時、欲
しかったＡＩＷＡのラジオと、部活で使う予定の柔
道着に、全額をつぎ込みました。 
今振り返ってみると、暑い日も寒い日も、雨の日

も風の日もでしたから、確かに稼ぐことの大変さは
分かったつもりです。でもボクは、結局大人になっ
ても、お金持ちにはなれませんでした。あの時、女
の子から言われたように、まずは「稼ぐ」という字
を覚えることが先だったのかも知れません。 
 
 
 

『校長室.com』 =吉小ホームページから毎日情報発信！= 
 
 ちまたでは、老舗旅館のホームページみたいだ 
という声もありますが、今年度に入り、吉浜小の 
ホームページが大きくリニューアルされました。 

情報の窓口を「学校紹介」「学校からのお知らせ」など７つに
分類し分かりやすくしました。また、「吉小ブログ」や「吉浜
小フェイスブック」にも入っていただくことができます。今後
は、ホームページを通じての学習課題の提供や動画配信につい
ても、トップ画面に設けた「家庭学習」コーナーを上手く活用
しながら、充実させていきたいと考えています。 

 さて、ホームページへの入り方ですが、グーグルなどで「湯
河原町立吉浜小学校」を検索していただくと、数個目に「学校・
幼稚園一覧-湯河原町」が表示されます。そこをクリックする

と、町内の学校・幼稚園の一覧が出てきますので、そこから吉
浜小のホームページ「http://www.yugawarayoshihamasyo.jp」
に入ることができます。現在のところ、その入り方が最も確実
です。ぜひ、一度ご覧いただければと思っています。 
                      リニューアルを 

してから、それほ 
ど日数が経ってお 
らず、閲覧数も伸 
び悩んでいる状態 

です。日々のチェ 
ックを大切に、よ 
り充実させたいと 
考えておりますの 
で、ご意見があり 
ましたら、お聞か 
せください。 

 

 

 

 

渋すぎる！ホームページのトップ画面 

学校では健康委員会が 
中心となり啓発活動を 

凝っています 
サメに食べられ、さあ大変！ 

嬉しかった 児童委員会の代表者が直談判 

 

３年２組に貼られていた 

いつでもＯＫ！ 

素晴らしい啓発ポスター 

朝の検温、マスクの着用、手洗い・消毒、３密の回避 

 

 

●熱中症対策とのバランスを取りながら行っていきます。ご協力をお願いします。 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://japaclip.com/files/laptop.png&imgrefurl=https://japaclip.com/laptop/&tbnid=QO6DcwMFqPNpaM&vet=12ahUKEwii9Yry5uTqAhXHAaYKHW-zCuEQMyhSegUIARCUAQ..i&docid=PVJib_DMQW7vnM&w=350&h=242&q=%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%20%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%20%E7%84%A1%E6%96%99&hl=ja&ved=2ahUKEwii9Yry5uTqAhXHAaYKHW-zCuEQMyhSegUIARCUAQ
http://www.yugawarayoshihamasyo.jp/

