
       

  

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

  
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

令和３年３月１２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！》 

ありがとう！６年生！ 

 

 

緊急事態宣言が再延長され、緊張感をもった学校生活が引き続き求められていますが、校
庭の桜の木には淡い色の蕾がふくらみ始め、春を今か今かと待っているようです。今年度も、
残り２週間あまり。別れを惜しむ時が近づいています。それでは、今年度最後の学校だより
「スマイル吉浜」をお楽しみください。 
 

「久しぶりに校長室に入って 
来てどう？」あたりを見回した６年生 

 の子が言います。「う～ん、結構高そうなも 
のがありますねえ。」さて、どれに目を 
  つけたんでしょうかね？（笑） 

= 今年度の学習の進度について =        
すでに学年だよりでお伝えしています

が、各学年とも今月半ばまでにすべての
学習内容を終えることができました。臨
時休業の影響を受け、学習の進度が心配
されましたが、ＡＬＴの関係から英語(外
国語)の２か月分の時数（６年 10ｈ、５年
12ｈ、４・３年６ｈ）と、中止とした体
育の水泳の時数（各学年とも８ｈ）以外
は、日課の組み換えなどにより、全教科
とも時数を確保し学習を進めることがで
きました。また、５・６年の家庭科の調
理実習については、緊急事態宣言が発
令・延長されたことにともない、教科書
等を中心とした学習に切り替えました。 
試行錯誤の連続でしたが、これまでの

ご家庭のご理解・ご協力に改めて感謝い
たします。ありがとうございました。 
 

 

 

（１）生活について      ⇒  自主性がめばえます！  
◇健康で安全な生活をする 
・早寝、早起きをして朝ご飯を食べ、生活のリズムを整えましょう。 
・外での遊びを子どもと一緒に楽しみましょう。 
◇自分のことは自分で行う 
・できないところは手伝ってあげ、できるところは褒めて励ましましょう。 
◇物を大切にする 
・物の置く場所や片づけ方を決めましょう。 
・自分の靴や机・椅子をそろえる習慣をつけましょう。 
 
（２）他者との関わりについて ⇒ 社会性がめばえます！  
◇人と関わる力を身につける 
・子どもの目を見て、優しい気持ちで話を聞きましょう。 
・毎日できるお手伝いをさせましょう。 
◇言葉で伝え合う 
・周りの大人があいさつの手本になりましょう。 
◇きまりや約束を守る 
・悪いことに対しては、毅然とした態度で子どもと向き合いましょう。 
 
（３）興味・関心について   ⇒ 学びへの意識がめばえます！  
◇好奇心をもっていろいろなものに関わる 
・子どもの「なぜ」を一緒に考えましょう。 
◇文字や数量などの感覚を豊かにする 
・文字や数などに触れる場面を大切にしましょう。 
◇自信をもって自分の思いを表現する 
・子どものよいところや頑張っているところを見つけ、褒めてあげましょう。 
 
 
 

 

  

= YouTubeを使って保護者説明会！= 
 
「配付しただけでは申し訳ないので、YouTube を
使って資料の説明をしましょう。」という提案が
職員からあり、現在、新１年生の保護者の方のみ
に限定配信を行っています。右下の内容は、その
資料の一部ですが、小学校低学年の保護者の方だ 
             けではなく、す 
             べての保護者の 
             方に読んでいた 
             だきたい内容で 
             す。ぜひ、ご一 
             読いただければ 
             と思います。 

 

 

 

 

気になる視聴回数は？ 

＝町観光課のご協力を得て実現！＝ 
 
先月 19日、町観光課にお勤めのラッティさん

とマナさんを講師に、１年生がタイの文化や生
活について学びました。スライドを使ってタイ
と日本との違いを確認したあと、タイの代表料
理や国技、お菓子などが紹介されました。子ど
もたちは目を輝かせ、楽しく学ぶことができま
した。また機会があればと考えています。 

 

ジャンケンで盛り上がる１年１組 

２月の「いいね」№１メニュー 

カステラ 
絵本から飛び出した 

カレーうどん 

=いよいよ スタートです= 
 
GIGAスクール構想により、一人

１台のタブレットが整備されまし
た。湯河原町としては、ようやく
スタートラインに立ったところで
す。個別最適化された学びや、創
造性を育む学びをめ 
ざしていきます。 
 

 

端末の操作方法を学ぶ６年生 

～感謝の気持ちがあふれた「６年生を送る会」～  
 
 

 

  

 昨年、急遽開催が見送られた“６年生を送る会”。送る側から送られる側になった６ 
年生には、特に感じるものがあったはずです。５年生による進行で、学年 
                ごと順に出し物が繰り広げられていき 
                ます。対決の申し入れや応援団からの 

エールなど。直接“ありがとう”の気 
           持ちを伝えら 

れ、本当によ 
かったです。 

 

 
５年生代表の最後の言葉 
「 … ６年生の皆
さんにとって、心に
残る送る会になっ
たら嬉しいです。こ
れからは私たち５
年生が、この吉浜小
学校をリードして
いきます。笑顔があ
ふれる学校を作っ
ていけるようにが 
んばります！」 

 
 
 

心のこもった似顔絵 紙吹雪を片付ける５年生 

意地を見せた５年生との綱引き 

６年生からのプレゼント 
合奏「アンダー・ザ・シー」 

（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！)➡ 



 
 
 
 
   

 

 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 卒業式を今月 23日（火）に挙行いたします！=  
昨年度は卒業生と教職員、そして保護者は１名

のみが参加という、過去に例を見ない卒業式でし
た。式の開催さえ危ぶまれた昨年度でしたが、今 

年度は学校が通常通り開かれているという状況を鑑み、卒
業生と教職員のほか、在校生は代表として５年生（１～４
年生は臨時休業）、保護者は１家族２名、来賓は各団体・組
織の代表のみが参加という形で行う予定です。もちろん、
新型コロナウイルス感染症対策に万全を期すことは当然で
あり、一昨年度までの卒業式とは、内容・時間ともにかな
り縮小されたものになります。１年間の中でも大きな行事
の一つである卒業式ですが、参加者の健康・安全を守るた
めの対応として、ご理解・ご協力をお願いいたします。（な
お、時間等の詳細については、先月配付したご案内の通り
です。また、当日発熱等の症状や体調不良がみられた場合
は、参加を控えてくださるよう、併せてお願いいたします。） 

（※このシリーズが続く保証はありません。） 

= ありがとう クロビス先生！= 
 
ＡＬＴとして昨年からお世話にな

っていたクロビス先生が、この３月
をもって故郷カメルーンに戻られる 

ことになりました。いつも 
陽気な先生でした。子ども 
たちとすごく馴染んでいた 
だけに、とても残念です。 
ありがとうございました。 
 

『校長室.com』 = 一年間ありがとうございました！= 
 
北館の校舎から、鍛冶屋にある「ゆがわら眺望ガーデン」

を眺めることができます。３年生が 10月下旬に、菜の花の
種を蒔いたところです。小さな黄色い輝きが湯河原町を包
み込み、確かな春の訪れを感じます。 
さて、臨時休業からのスタートでしたが、今年度も月１

回の学校だよりの発行を心がけてきました。拙い内容では
あっても、「毎月、楽しみにしてますよ。」と声をかけられ
ると、いくつになっても嬉しいものです。まずは楽しんで
読んでもらうこと、そして、校長としての思いを知っても
らうことを大切なコンセプトとして綴ってきました。ＩＣ 

Ｔ教育が進む中、紙ベース 
での情報発信は少しずつ隅 
に追いやられるのかも知れ 
ませんが、学校と家庭・地 
域とを結ぶ重要なツールと 
して、今後も続けていきた 
いと考えています。一年間 
ご愛読いただき、本当にあ 
りがとうございました。 

ありのままの自分を大切に！  
 
 

 

＝  

 

 

《ボクのらくがき帳 ⑫》 – みどりちゃん - 

進路を決める頃になると、思い出す人がいます。
みどりちゃんです。彼女は田舎の中学の同級生で
す。目立つグループにいたわけではないのですが、
存在感のあるしっかりした女の子でした。 
中学３年の秋になり、だんだんと受験校が決まっ

ていきます。この成績だから○○高校の普通科、こ
の成績だと○○高校の商業科…。この時代、まさに
輪切りで進路先が決められていました。そんな時、
みどりちゃんの情報が風のたよりで届きました。
“和裁の学校に行って師範をめざす”というもので
した。ボクはビックリしました。学校の成績もボク
と同じくらいのはずです。当時はまだ、中学から就
職するという子もたくさんいた時代ですが、みどり
ちゃんは十分高校に行ける成績のはずです。 
みどりちゃんの情報が入ってから、ボクは悩み始

めました。先生から言われるままに受験校を決めよ
うとしていた自分が、情けなくなってきたのです。
ボクは学校の帰り道、毎日のように友人Ｙと神社の
前の石段に座り、暗くなるまで話し込みました。「成
績で進路を決めるなんて、駄目だよな。」「みどりっ
て凄いよな。」「俺たち、こんなんじゃ情けないよ
な。」「将来のこと、よく考えて決めなきゃな。」毎
日、１時間や２時間はあっという間でした。 
 ボクは悩みました。商業高校にしようか、工業高
校にしようか、それとも普通科の高校にしようか。
商業高校を出たら何になるのかなあ、技術科は嫌い
だから工業高校は無理かなあ、甲子園っていう夢は
どうなるのかなあ…。きっと、人生で一番将来のこ
とを悩んだ時期なのだと思います。 
 ボクは担任の先生のところに相談に行きました。
そんなに好きではなかった先生でしたが、この時だ
けは、わらにもすがる思いでした。「みどりの話を
聞いて、正直迷っている。」と。すると、先生は答
えてくれました。「いいんじゃない。普通科に入っ
て、ゆっくり３年間で考えれば。」… 灰色の雲の隙
間から、一筋の光が差し込んできたようでした。 
 あれから 40年以上。田舎を離れてしまったボク
に、みどりちゃんの情報は何一つありません。でも、
ボクは忘れません。その後の人生に大きな影響を与
えてくれた、みどりちゃんへの感謝の気持ちを。 
 
 
 

 

 

 

 先月 15日  正面玄関から見えた虹 

身振り手振りで授業も楽しく 

 

 

 

 

 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 Ｂ Ｃ Ｄ 

R1.6実施 
433名 

R2.2実施 
426名 

R2.7実施 
402名 

R3.2実施 
397名 

133名（30.7％） 198名（45.7％） 
17名(4.0％) 

122名（28.6％） 212名（49.6％） 

150名（37.3％） 175名（43.5％） 

17名(4.3％) 
Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｃ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｄ 

Ｄ 

140名（35.3％） 170名（42.8％） 67名（16.9％） 

20名（5.0％） 

=６年生との個人面接を終えて =  
６年生74名との個人面接を終えまし 

た。例年何人かは時間に遅れてきたり、 
忘れてしまっていたりする子がいます 
が、今年は廊下で少し待っていてもら 
うほど時間に正確で、礼儀正しい子が

多かったように思います。「この子はこんなにお話するん
だ。」「こんなに笑顔が素敵な子なんだ。」と新しい発見に、
こちらも大変嬉しくなりました。さて、この面接を通して、
この学年のある共 
通点を見つけまし 
た。それは、卒業 
式の日にお話しし 
たいと思います。 
 
 

いつだって夢は大きく 

楽しかった思い出を胸に 

先月、「じぶんアンケート」を実施しました。
右は、「自分には、よいところがあると思う」か
についての結果です。私たちは自尊感情を育て
ようとする時、いっぱい褒めてあげようとしま
す。しかし、そこで育った自尊感情は、もろく
て不安定です。根っこの部分を支える本当の自
尊感情は、自分が何かを見たり体験したりした
時の感情を、仲間と一緒に共有することで培わ
れます。「わあ、綺麗ね。」「私もそう思うわ。」「と
ても悲しいね。」「僕も悲しいよ。」感情の共有を
繰り返すことで、自分は一人じゃないという自
信を育て、どんな困難にも負けない自分を育て
ることになります。これからも、子どもたちと
の“体験と感情の共有”を大切にしたいと思っ
ています。 
      

22名(5.1％) 

80名(18.5％) 

76名(17.8％) 

60名(14.9％) 


