
       

  

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

  
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

４段階における「とても当てはまる・だいたい当てはまる」の合計（％） 

番
号 

質問のキーワード 
(質問の文言は質問紙を参照してください) 

児童 保護者 

H30 R元 R２ H30 R元 R２ 

１ 分かりやすい授業 94 99 97 96 98 98 

２ 子どもに寄り添った指導 85 90 94 88 94 94 

３ 褒めたり毅然とした指導 91 94 96 92 96 95 

４ 先生同士の協力体制 84 86 86 89 90 91 

５ 楽しい学校生活 84 91 89 93 94 95 

６ 社会のルールやマナー 90 89 92 89 91 91 

７ 家庭学習の習慣 96 87 84 79 77 77 

８ 家庭での会話 70 76 71 93 94 93 

９ 自尊感情の育成 80 82 77 92 91 96 

10 基本的な生活習慣 79 83 79 85 88 86 

11 家庭と学校との連携    78 77 78 

令和３年２月１０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！》 

=１・２年の交流 おもちゃランドにようこそ！=    
今月１日、２年生が 

生活科で「おもちゃラ 
ンド」を開催しました。 
独創的なおもちゃに囲 
まれ、招待された１年 
生は大喜びでした。互 
いを大きく成長させる 
異学年交流でした。 

 学校評価アンケートへのご協力、ありがとうございました。集計結果が出ましたので、昨年、一昨年の
数字とともに一覧にしました。いくつか特徴を挙げてみたいと思います。まず、児童の割合で、「子どもに
寄り添った指導」について、この２年間で９ポイント上昇したものの、「家庭学習の習慣」については、逆
に 12ポイントも下降してしまいました。コロナ禍での生活が、多少なりとも影響したのかも知れません。
しかし、その中で「楽しい学校生活」の割合が、児童・保護者ともにある一定水準を保てたことは、評価
に値すると考えています。また、学校経営の基本方針の一つに、“子ども一人ひとりが自分の良さ、魅力を
見つけられる学校”を掲げていますが、 「自尊 
感情の育成」について 、 保護者の割合が５ポ 
イントも上昇しました。児童の実感はまだま 
だのようですが、保護者の方々のご理解に感 
謝するとともに、これからも子どもたち一人 
ひとりの魅力や良さを、家庭と学校とが一緒 
になって見つけていきたいと考えています。 
自由記述にも、貴重なご意見が多くありまし 
た。今後に生かしていきたいと思っています。 
 

あなたには魅力がいっぱい！ 

 

 

=今年のテーマ「思い出に残る楽しい送る会にしよう！」=  
新しい年度に向け、学校が少しずつ変化してきていま 

す。先月 27日の吉小タイム (長昼休み)に、第２音楽室 
   で第１回児童代表委員会 
   が開かれました。議題は 
   「６年生を送る週間につ 

いて」。委員会を仕切って 
    いたのは、もちろん５年 
    生です。役割分担も明確 
    で、戸惑うことなく堂々 
    と進行を務めていました。 
     子どもたちが活躍して 
    いる姿がとても眩しく、本当に嬉しく感じています。一 

人でも多くの子どもたちに、自分たちで学校を動かして 
いるという実感を味わって欲しいと思っています。 
 さて、議案書の中には、“全員が集まることができない” 
“密になって活動することができない”“出し物には工夫 

が必要”の言葉があり 
ました。子どもたちは 
今の状況をしっかり把 
握しています。６年生 
に感謝の気持ちを伝え 
る最善の方法を、きっ 
と見つけてくれるに違 
いないと思いました。 

緊急事態宣言が延長され、昨年同様、年度末の行事に大きな影響を与えそうです。コロナ
対策には、より一層緊張感をもって取り組んでいるところですが、例年猛威を振るうインフ
ルエンザに対しても、今年はマスクの着用や手洗い・消毒の徹底が功を奏しているようです。 
さて、先週４日には、関東地方で過去最も早く“春一番”が吹きました。吉浜小のロータ

リーでも白梅に続き紅梅も咲き始め、身近に春の訪れを感じる季節になりました。それでは、
「スマイル吉浜」２月号の始まりです。 （毎日の給食をブログやフェイスブックで紹介しています！➡） 
 

昼休みが終わりに近づき、 
「あっ時間だ。みんな授業に行かなきゃ。」 
遊びに来ていた子どもたちに声をかけると、 
ある１年生が、「校長先生も、まだ習って 

ないことがあるの？大変だね。」 

「♪ おねがい、おねがい。カメさん、カメさん。あの
さんかくの、お山のうえで、… ♪」残念ながら今年度
は、向き合って食べたりおしゃべりをしたりすることが
できていませんが、この曲は、子どもたちが楽しみにし
ている給食の時間の始まりを知らせる音楽です。 
 さて、先月の最終週は給食週間でした。コロナ禍で計
画も大変だったと思いますが、それでも神奈川産品が食
材として提供されたり、健康委員会からはリクエスト給
食の順位がお昼に発表されたりしました。 
 本校の給食には、子どもたちの将来につながる“生き
る力”を育てたいという思いが込められています。特に
感心することは、教室での配膳は出来るだけ均等にし、
全員分を盛り切ることにしていることです。自分の体に
合った量を知り適切な量を食べることは、将来、健康な
生活を送るための大切な力になるという考えからです。 

また、毎回届けられる“ぱく 
ぱくメール”から、子どもた 
ちは郷土料理や、栄養価のこ 
とを学んでいます。日々の地 
道な積み重ねが、吉浜小の食 
育の柱になっています。今後 
とも、ご家庭のご理解・ご協 
力をお願いいたします。 

 

 

＝ いのちの源です！ 吉浜小の“食育”＝ 

念入りに打ち合わせをする児童委員会 

緊張感漂う代表委員会の会場 

 

 整然と配膳を行う４年１組 

床をレーンに ボーリング屋さん 

 ～「学校評価アンケート」の結果から～  

 

 

１月の「いいね」№１メニュー 

味噌カツ丼 

おふのすまし汁 
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（※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 ⑪》 – スター誕生！ - 

歌手になりたい、ステージに立ちたい、スポット
ライトを独り占めしたいと思うのは、時代の差こそ
あれ、誰もが一度は思うもの。子ども時代のボクも、
人並みにそんな夢を描く少年でした。当時の人気番
組「スター誕生！」は夢のまた夢でしたが、ステー
ジに立つチャンスはあるものです。あれは中学２年
の時、近くの公民館で行われた「３年生を送る会」
が、ボクにとっての「スター誕生！」だったのです。 
ビートルズの歌を歌おう。そう心に決めたボク

は、仲間を口説きメンバーを集めました。歌う曲は、
“Twist And Shout”と“Help!”と“Let It Be”
です。歌詞カードなどあるはずもなく、なんて歌っ
ているのか分かりません。そこで、英語のＧ先生の
ところにＦＭラジオから録音したカセットテープ
を持って行き、教えて欲しいと頼みました。でも、
「分からない」とそっけなく断られ、「それでも英
語の先生かよ」って、がっかりしたことを思い出し
ます。仕方なく、耳で聞いたままカタカナに直し、
歌詞カードを作りました。もちろん、誰も楽器など
使えません。全部アカペラです。カセットテープを
聴き、カタカナの歌詞を追いながらの練習でした。
ボクたちはやる気満々で、ステージ衣装として、カ
ラーのＹシャツとジーンズを揃えたりもしました。 
当日を迎えました。プログラムは順調に流れ、い

よいよボクたちの番です。公民館の舞台の緞帳が上
がります。ジョン、ポール、ジョージにリンゴ。み
んな顔は青ざめていましたが、ここで逃げるわけに
はいきません。理科のＡ先生に教わった言葉からの
スタートです。「Ladies and Gentlemen. We are The 
Beatles.…」発音が正しいかなんて関係ありませ
ん。ただ、突っ走るだけです。ボクたちは笑いが渦
巻く中、短くアレンジした３曲を歌い上げ、無事幕
が下りました。ボクたち４人はステージ上で笑い転
げました。緊張感から解き放たれ、笑い転げました。
そして最後に、ボクは緞帳の脇から顔だけを出し、
何ごとかと場内がシーンとなった瞬間、渋く言いま
した。「Thank you!」場内は、再び大爆笑でした。 
さすがに音楽事務所の札が上がることはありま

せんでしたが、ボクたちにとって、スター気分を味
わうことのできた一生に一度の日になったのです。 
 
 

= 校長面接も折り返しに！ 卒業を前に６年生と =  
今月１日から朝・中休み・昼休みの時間を使い、一人

７分程度ですが６年生との個人面接を行っています。出
席番号順ですので、ちょうど今は１組から２組に入ると
ころです。卒業を間近に控え、今の心境や６年間の思い
出などを聞いています。普段はなかなか話す機会があり 

ませんが、会話を通して、 
マスク越しにいろいろな表 
情を浮かべてくれます。改 
めて、なんて素晴らしい６ 
年生なんだろうと感じてい 
ます。コロナ禍ではあって 
も、この子たちなら立派な 
卒業式にしてくれるに違い 
ないと確信しています。        

=「スマホ・ケータイ安全教室」を実施！= 
 
先月 22日、ブロック別に「スマホ・ケータイ 

安全教室」を実施しました。各ブロックの児童指 
導担当が講師となり、発達段階に応じた動画を見 
ながら、インターネットの使い方やオンラインゲームの危 
険性などについて学習しました。残念ながら緊急事態宣言 
下ということで、保護者の方々の参加は見合わせていただ 
きましたが、小学生にとっても、これらが身近なツールに 
なっていくことは間違いなく、低学年からの学習と保護者 

の理解・協力は、今後ますます 
必要となります。改めて一緒に 
学ぶ機会をと考えています。 

『校長室.com』 = 150周年記念事業の準備も足踏み = 
 
令和５年の５月に予定している「開校 150周年記念事業」

ですが、新型コロナウイルスの影響を受け、その準備も丸々
一年、足踏み状態が続いています。実行委員会の構成メン
バーを詰めている段階で止まってしまい、今後のスケジュ
ールにも大きな影響が出てくることは間違いありません。
そこで、同窓会の力石会長とも相談をさせていただき、学
校事情を踏まえた上で、 
この５月に再開すること 
にしました。先行きは不 
透明であり、さらにずれ 
込むことも考えられます 
が、準備委員会に出席い 
ただいた皆様には、年度 
明け頃ご連絡いたします。 
よろしくお願いします。 
 

 メジロが集まる吉空池の白梅 
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 “感謝”の気持ちを込めて 

アニメを見て 
意見を交換する３・４年生 

１・２年生にも身近なものに 

授業では素晴らしい体験談も 

講師の先生をうならせた研究協議 

密を避け、リモートで授業の様子を視聴 

自分も友だちも認めることができる児童を！ 
 
 

 

＝  

 

 

先月 29日、先生たちの勉強会である校内研 
            究全体会を開きました。テーマは「自分も友だ 

ちも認めることができる児童の育成」です。今 
回の提案は「すれちがい」という教材を使った、 
５年２組の道徳の授業でした。…よし子さんと 
えり子さんは一緒にピアノの稽古に行く約束を 
するのですが、時間を決める電話が互いにつな 

がらず、二人の行動にすれ違いが生じてしまい、結局、もうつき合いたく 
ないと互いに思ってしまいます。…どうしたら良かったのか、担任の先生の 
問いかけに子どもたちは自分事として考えていました。そして、その後に行 
われた研究協議では、先生たちが活発な議論を繰り広げていました。吉小の 
子どもたちのため、これからも校内研究を大切にしていきたいと思います。 
 

＝「上履き」への正しい記名をお願いします！ ＝        
すでに学級だよりでお伝えしていますが、次の３点につ

いて、ご家庭でのご協力をお願いいたします。 
○名前は２か所に記名する。 
○名前がはっきり分かるように記名 
する。（漢字やひらがなを使う。） 

○名前が読みやすいように、名前以外は記入しない。 


