
       

  

  

 

 
 

町の小中学校に二期制が導入されたのは、今から 17年前のこと。昨年度から秋休みがなくなり、
今年はさらに、土日を挟むだけの後期開始となりました。気持ちの切り替えが難しいとは言え、自
分を成長させる大きな節目であることに違いはありません。学校では、運動会や芸術鑑賞会、デイ
キャンプ、修学旅行など大きな行事が続きます。引き続きのご支援、ご協力 
をお願いいたします。それでは、学校だより第７弾のスタートです。 
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令和２年１０月１４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！》 

吉小スローガン「思い出に残る運動会にしよう！」 

 

＝  

 

 

＝運動会へのご協力、よろしくお願いします＝ 
 
◯体調不良が認められる場合は、参観を控えてください。 
◯参観できる人数は「１家族３人程度」までとします。 
◯マスク着用の徹底をお願いします。 
◯児童との接触は極力避けてください。 
◯大声を出しての声援は控えてください。 
◯参観できるエリアが例年とは違います。 
＊校庭には、シートを敷くスペースはありません。 
＊一時休憩所として、体育館を常時開放します。 
＊入口を正門側、出口をバックネット側とします。 

◯お子さんの演技の時間に合わせ、お越しください。休
憩時間に参観者の入れ替えを行います。 

○周辺の路上等も含め「敷地内全面禁煙」となります。 
 

コロナ禍での運動会。誰もが初めての経験になります。プログラムや種目、 
会場図などの見直しが迫られ、臨時休業の影響から、練習時間も大幅に削らざ 

るを得ませんでした。しかし、だからといって、 
運動会がめざすものやその意義は変わるもので 
はないと思っています。学級担任をしていた頃、 
毎年子どもたちに「泣ける運動会にしよう」という言葉を伝えていました。 
泣けるということは、何かしら心に響くものがあったということです。心 
を揺さぶるものがあったということです。ダラダラした気持ちで取り組ん 
でいては、泣くことなど絶対にできません。上手・下手、できる・できな 
いではなく、練習から本番まで精一杯自分の力を出し切るかなのです。 
それは準備の段階も同じです。体育着や色帽子の忘れなど、許したくは 

ありません。かけ声の小さい演技や競技など、認めた 
くはありません。駆け足のない移動など、あってはな 
らないと思っています。 
トラック内やフィール 
ド内は、緊張感のある 
空間であるべきなので 
す。一つの機敏な動き、 
一つの真剣な眼差しが、 
運動会を観ている人に 
感動を与えるのです。 
運動会を前に、吉小 

の子どもたち 
には期待しか 
ありません。 

「なんの勉強なの？」「お仕 
事のお勉強だよ。」「へえ～、大きくなった 

ら何になりたいのかな？」「大工。」「じゃあ、
先生のおうちも建ててもらおうかな。」「い 

いよ、１万円で作ってあげる。」 
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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 
 

Ａ 194名（48.2％） Ｂ 112名（27.9％） Ｃ 

66名(16.4％) 

Ｄ 

Ａ 183名（42.9％） 130名（30.5％） Ｃ Ｄ 
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R1.6実施 
433名 

R2.2実施 
426名 

R2.7実施 
402名 

45名 
10.6％ 

30名 
7.5％ 

68名(16.0％) 

Ａ 

０%    10%     20%     30%     40%    50%      60%     70%     80%    90%    100% 

０%    10%     20%     30%     40%    50%      60%     70%     80%    90%    100% 

209名（48.2％） 

Ｂ 

Ｂ 125名（28.9％） Ｃ Ｄ 38名 
8.8％ 

61名(14.1％) 
  じぶんアンケートの結果 「読書は好きだ」  

 

 

○開会式                    8:30 
１ みんなでやろう！ラジオ体操（全） 
２ 届けよう‼元気玉           （３）     8:45 
３ それでも 前へ             （４） 
４ らん ラン ＲＵＮ ８０ｍ  （３） 
５ Ｇｏ Ｔｏ ハチジュ―   （４） 
６ 吉小☆ＶＩＣＴＯＲＹ   （３・４） 
    休憩 ＜移動・入れ替え＞ 
７ レッツ玉入れ スターティンッ♪（１・２） 9:45 
８ ５０ｍ よーい、ドン！    （１） 
９ 走れ 光速の ν２年生      （２） 
10 ささっと走って、ひらりと まう！われら 吉浜演舞隊 （１・２） 
    休憩 ＜移動・入れ替え＞ 
11 ノーサイド・ゲーム ～心は“密”に～ （５・６）10:45 
12 １００ｍ走 全力少年少女   （５） 
13 Ｈｕｒｄｌｅｒ ＆ Ｓｐｒｉｎｔｅｒ （６） 
14 つながる ～心と心を一つに～（５・６） 
○閉会式                   11:40 
 ＝ 現在のコロナ対策（主な内容）＝  

○７時５５分からを登校時刻とします。 
○児童の毎朝の体温、健康状態を健康観察カ
ードで確認します。 

○マスクの着用、手洗いを徹底します。 
○３密を回避した活動を行います。 
○給食の配膳は児童４人と担任が行います。 
○お迎え用として第２保健室を設けます。 
○ドアノブやスイッチ等の共用部分の消毒
を、放課後職員が行います。（毎週火曜日は
ボランティアさんにお願いしています。） 

○職員も健康観察カードを使い、毎朝の検温
等体調管理を行います。 

 

 

 

 初めてとは思えないほど上手な子どもたち 

＝中庭の稲を刈り取りました＝          
先週７日、２年生が中庭の稲を、

はさみを使って数本ずつ刈り取りま
した。「たくさん取れたよ。」「これが
ご飯になるの？」「初めてやってみ
て、とっても楽しかった。」などの感
想が聞かれました。JＡかながわ西湘
さんのご協力で作られた、町にある
唯一の田んぼです。座学では得られ
ない貴重な体験に、子どもたちはみ 

んな大喜びでした。 
   

運動会の大トリを務める高学年のダンス 

腕がピーンと！ ３年生のラジオ体操 

ライン引きにも真剣な先生たち 

 



 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読書が大好きな子どもが、吉浜小にはたくさん
います。しかし、本が古くなって傷んでいたり、
人気本が集中し、借りられなかったりすることが
時々あります。そこで、学校司書さんと相談し、
吉浜小の学校図書館をより充実させるため、家庭
で眠っている図書を寄贈していただく取り組み
を行うことにしました。町からの予算を、さらに
有効に活用するための取り組みでもあります。右
に、寄贈本についてのお願いを挙げさせていただ
きました。ぜひ、ご協力をお願いいたします。な
お、諸事情により学級文庫扱いや廃棄処分となる 

（※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⑦》 – 友だちの選択 - 

運動会が近づくと思い出すことがあります。 
ボクの中学校では、運動会の応援用に毎年張りぼ

ての人形を作っていました。当時人気のあったアニ
メのキャラクターや人気の芸能人などを、子どもな
りに張りぼてで作っていたのです。角材と竹ひごで
骨組みを作り、そこに新聞紙と模造紙を貼り合わ
せ、最後に色づけをする。もちろん、「○組優勝！」
という決まり文句も忘れずに書き込みました。 
あれは２年生の時でした。ボクたちのチームは、

張りぼてを作っていく中で、竹が足らなくなってし
まいました。同級生のＮは、「分かった。何とかし
て、あした持ってくるよ。」と言い、次の日、約束
通り竹を学校に持ってきました。立派な竹でした。
「この竹、どうした？」と３年生が聞くと、「○○
の山から取ってきた。」とＮは答えました。「えっ！
それ泥棒じゃないの。」みんなは唖然としました。 
小さな田舎町です。その話は、またたく間に近所

に知れ渡りました。Ｎは同級生でもあり、ボクの家
でも早くから話題になりました。その時です。おば
あちゃんがボクにこう言ったのです。「Ｎとは遊ば
んほうがええぞ。」ボクは反発しました。おばあち
ゃんへの反発など、ほとんどしたことがないのに、
この時だけは違いました。「おばあちゃんにＮのこ
との何が分かる！ 取ったことは悪いかも知れんけ
ど、オレの友だちのことを決めつけるな！」確かに
たびたび名前のあがるＮでしたが、仲間の悪口を言
われたようで、ボクは許せなかったのです。 
Ｎの名誉のために、最後に付け加えておきます。

後日Ｎは、先生と一緒にそのお宅に謝りに行き、快
く“立派な竹”をいただいてきました。 
 
 
 

『校長室.com』 = 貴重なご意見をいただきました！= 
 
 先月 30 日、今年度第２回目の学校評議員会を開きました。
吉浜区長の小澤一男さん、鍛冶屋区長の北村満さん、元ＰＴＡ
会長の木村建次郎さん、青少年指導員の小澤健一さん、主任児
童員の櫻井章子さん、ボランティアコーディネーターの安村知
春さん、ＰＴＡ会長の上野裕道さんの７名の方々にご参加いた
だきました。ありがとうございました。 
コロナ対策や登下校の心配など、夏休み明けの学校の状況を

お話した後、子どもたちの授業の様子を見ていただき、「どの
クラスも、しっかり授業を受けていた。」「数年前は少しガヤガ

ヤしていたが、今は静かに授業を受けている。」「登下校や休み
時間は子どもらしく賑やかなので、しっかりとメリハリをつけ
ているのだろう。意識の高さを感じる。」など、お褒めの言葉
をいただきました。特に、人数が多い中、静かに書写の授業を
行っていた３年生の教室が印象に残ったようでした。 
他にも修学旅行へのアドバイスや、子どもや教師の心のケア

の問題など、幅広くご意見をいただくことができました。時 
                  間があっという間に過 
                  ぎ、充実した意見交換 

                  になりました。地域に 
                  開かれた学校をめざす 
                  上で、学校評議員会の 
                  充実は大変重要だと考 
                  ています。今後とも吉 

浜小のために、よろし 
くお願いいたします。 

 

= 昼休みは一輪車で体力づくり！=  
一輪車を日本一輪車協会から４台、

４年生のご家庭からも１台寄贈してい
ただきました。昼休みは多くの子ども
たちが一輪車で楽しんでいます。これ 
からも大切に使いたいと思います。 

寄贈していただけませんか～図書館の充実を！～ 

 

＝  

 

 

○出版後、およそ 10 年以内であること。（名作絵本の場合は、
それ以上でも構いません。） 

○美品であること。（壊れ、日焼け、汚れ、破れ、書き込み、水
濡れあと、記名のあるものはご遠慮ください。） 

○子どもたちに人気のある本やシリーズ本は大歓迎です。（例え
ば…かいけつゾロリシリーズ[原ゆたか：ポプラ社]、ルルと
ララシリーズ[あんびるやすこ：岩崎書店]）、ほねほねザウル
スシリーズ[ぐるーぷ・アンモナイツ：岩崎書店]等 

○青い鳥文庫（講談社）、みらい文庫（集英社）、つばさ文庫（角
川）などの文庫本も大歓迎です。 

●古い百科事典や全集など、小学校の学校図書館での活用が難
しいものについてはご遠慮ください。 

 

= 吉浜海岸でミニミニ遠足を実施！=   
今月２日、１・２年生が「ミニミニ遠 

足」と銘打って、吉浜海岸に行ってきま 
した。本来であれば新江ノ島水族館の予 
定でしたが、新型コロナの影響で変更さ 
せていただきました。天候にも恵まれ、子ども 
たちはお城やカメを、なかよし班ごとに砂で作 
りました。途中でおやつの時間も設けられ、み
んなが笑顔いっぱいの活動になりました。 

= ありがとうございました！ 90 名を超す方々が参加 =  
先月 26 日の午後、ＰＴＡ清掃活動を厚生保健委員会の方々

の企画のもと、実施させていただきました。教育活動公開とは
切り離した形でしたが、90名を超す保護者の方にご参加いただ
き、本当にありがとうございました。小雨の一日となり、校庭
の砂まきはできませんでしたが、普通教室のエアコンフィルタ
ーや扇風機の掃除、廊下の窓ふきなど、普段の掃除ではできな
いところを中心に綺麗にしていただきました。「もっとやりた
かった。」という声が聞かれるほど、充実した時間になりまし
た。子どもたちの学習環境を改 
善することができ、大変有難く 
思っています。午前中の教育活 
動公開にも、300名を超す方に 

ご来校いただきました。 
学校と保護者・地域との 
連携はとても重要です。 
吉浜小学校の力を改めて 
感じた一日でした。 
 

 
 

 給食の試食もしていただきました 

 笑い声が絶えない１年生の教室前 

こともあります。寄贈された図書の扱いは、学校一任となることをご承知おきくだ
さい。＜連絡：学校（校長）☎62-8287＞ 

 

 一輪車が得意な子？が大集合！ 

さあ、みんなで力を合わせて！ 

 また、19名も 
の保護者の方に 
ボランティアと 
してご参加いた 
だき、安心して 
実施することが 
できました。あ 
りがとうござい 
ました。 


