
       

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

 
 
    

  
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
  
  
 
   
  
 
 
 
  

 
 
 
  
 

 
 

 

 

令和３年９月１５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！》 

「ｗｉｔｈ コロナ」の時を今 ～それでも忘れてはいけないもの～  

 

 

 

 

 

 

 

= ありのままの自分でいいんだよ！=  
 
６月 28日に「じぶんアンケート」を行い

ました。今回で５回目になります。自分に
は良いところがあると思うか聞いたとこ
ろ、77.2％の子どもたちが、“よく当てはま
る・だいたい当てはまる”と回答しました。 
吉浜小では“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”を目標にしています。数字の浮き沈み
はありますが、常に生きる意欲、学ぶ意欲、
関わる意欲を育てることを念頭に、自分に
自信がもてるような多様な活動や働きかけ
を大切にしています。成長したいと思って
いない子どもなど、誰一人としていません。
勉強だって運動だって、友だち関係だって
全部同じです。まずは、“ありのままの子ど
もの姿”を、私たち大人が認めてあげるこ
とが大切だと考えています。 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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133名（30.7％） 

122名（28.6％） 

150名（37.3％） 

140名（35.3％） 

123名（33.8％） 

198名（45.7％） 

212名（49.6％） 

175名（43.5％） 
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158名（43.4％） 
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(18.5％) 
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(17.8％) 
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67名 
(18.4％) 

22名(5.1％) 

17名(4.0％) 

17名(4.3％) 

20名(5.0％) 

16名(4.4％) 

緊急事態宣言が延長され、中 
休みの床磨きの休止も延長です。「校長先 

  生、もう止めちゃったの？」と聞かれるたび、 
「今は図書室の人数制限に全力投球！」 

と、力なく言っています。 
 

＝ ご確認ください「出席停止の扱いについて」＝ 
 次のような事由で欠席した場合、出席停止の扱いとします。 
○児童の感染が判明した場合、または感染者の濃厚接 

触者に特定された場合 
○児童に発熱等の風邪の症状で登校できなかった場合 
○基礎疾患等のある児童が感染予防のために登校を控える場合 
○保護者の方の意向により感染予防のために登校を控える場合 
○ワクチン接種をする場合、または接種後の副反応により体調 

不良等になった場合（満 12歳以上） 

 

 

 

 

 

 質問「自分には、よいところがあると思いますか。」 

= 優しさと思いやりを = 
 
コロナ感染症には誰もが感

染する可能性があります。感
染者を特定したり責めたりす
るのではなく、人への優しさ
や思いやりの心を大切に対応
していきたいものです。 

 
 夏休みの思い出を立派に読み
上げる２年生です。その前には
タブレットＰＣが設置してあ
り、自宅で学習する子にも伝わ
るよう工夫されています。 

 
  登校を控えている子に、
ミート機能を使い図工の
学習の進め方を説明する
先生です。今ではタブレッ
トＰＣを持ち帰る学年も
増え、それを通して宿題が 
出されることもあります。 

体温は何度かな？ 朝の検温の様子 

スタンバイＯＫ！ 

リモートでの朝会も当たり前に 

= コロナに係る引き取りについて =  
課業中に児童または職員の検査の結果 

が陽性であるとの連絡を受けた場合、原 
則児童の引き取りとなります。引き取り 
開始時刻から下学年、30分後に上学年の 
引き取り開始となります。きょうだいが 
いる場合は、下学年の開始時刻から上学 
年のお子さんも引き取ることになります。 
また、車を利用される場合、敷地内は一 
方通行です。１日付で配付した「児童の 
引き取りについて」をご確認ください。 

= 子どもの健康管理を第一に！=  
体育では、マスクをつけてできる種

目のみを行ってきましたが、今後は文
部科学省の通知に従い、激しい運動を
する場合は、十分な感染症対策を取っ
た上でマスクを外してもよいこととし
ます。ご理解をお願いいたします。 

夏休みが明け、２週間が経ちました。教室や廊下には絵日記や工作など、子どもたちが
夏休みに作り上げた力作がところ狭しと並んでいます。しかし、緊急事態宣言が続く中、
今月予定されていた学習参観を中止とさせていただき、保護者や地域の方々にご覧いただ
くことができなくなりました。申し訳ございません。これから学校では、一か月後に控え
た運動会の練習も始まります。また、学習面では前期のまとめの時期に入っています。徐々
に感染者数が減ってきているとはいえ、まだまだ予断を許さない状況は続いています。引
き続きのご協力をお願いいたします。それでは、「スマイル吉浜９月号」の始まりです。 

 朝の立ち番を中断し、今は登校時の検温をしています。学校の敷地内に入る時に、ラ
ンドセルからマスクを取り出しきちんと着ける子。検温をしたあと、「ありがとうござ
いました。」としっかりとお礼が言える子。「おば 
あちゃんに病気をうつしちゃいけないから、ちゃ 
んとマスクするんだ。」と元気に話してくれる子。 
タブレットＰＣを使う機会が多くなってきました 
が、「いつも使ってると目が悪くなるから、時間 
を決めてやってるんだよ。」と、その学習を楽し 
そうに話してくれる子。様々な声に出会います。 
 新しい生活様式が定着し、行動が制限されるこ 
とも増えました。しかし、子どもの輝きや自分を 
成長させようとする前向きな姿は何ら変わりませ 
ん。一番忘れてはいけないことだと感じています。 
 
 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.sozailab.jp/db_img/sozai/62160/0e655df46ba1916135c568e9d167e781.png&imgrefurl=https://www.sozailab.jp/sozai/detail/62160/&tbnid=i_MYDCXXdvfB3M&vet=10CBkQMyj_A2oXChMI-Ler9vyN7gIVAAAAAB0AAAAAEAk..i&docid=Vc8LOhCwcBw_WM&w=640&h=679&q=%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%20%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%20%E7%84%A1%E6%96%99&hl=ja&ved=0CBkQMyj_A2oXChMI-Ler9vyN7gIVAAAAAB0AAAAAEAk
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.tsukui-staff.net/staff-mypage/img/HowToMask.png&imgrefurl=https://www.tsukui-staff.net/staff-mypage/pandemic.html&tbnid=GHjIHAf6r0V52M&vet=10CCEQMyjXAWoXChMI-Ler9vyN7gIVAAAAAB0AAAAAEAM..i&docid=EkOOR6SscqhLAM&w=252&h=252&q=%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%20%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%20%E7%84%A1%E6%96%99&hl=ja&ved=0CCEQMyjXAWoXChMI-Ler9vyN7gIVAAAAAB0AAAAAEAM


 
 

 
 
   

 

 
 

   
 
 
  
   
  
  

 
  
 

  
 
  

 
 

 
 
 

  
  
 
 

 

 

     

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

≪ボクの置きてがみ⑥≫（※このシリーズが続く保証はありません。） 

-ボクが“泣ける運動会”をめざした頃- 

「負けたら先生を許しませんよ。」中学３年を受け
持っていた時の運動会当日の朝、そう話しかけてく
る、Ｍさんのお母さんの表情は、笑みを浮かべなが
らも、その眼は真剣そのものだった。 
 一週間ほど前、ムカデの練習で派手に転び、Ｍさ
んは病院で治療しなければいけないほどの擦り傷
を、顔面や両手両足に負っていたのだ。「必ず勝ち
ますから、見ていてください。」そう答えるボクも、
心なしか表情がこわばっていたのを覚えている。 
中学の運動会で、一番盛り上がる競技は“ムカデ

競走”だ。練習の成果が問われ、クラスの団結力が
問われ、どのクラスも熱くなる。それは、ボクのク
ラスも同じだった。ムカデ競走の勝負のポイントは
いくつかあるが、ムカデの先頭を誰にするかは、重
要なポイントの一つだ。ボクはその年、明るく前向
きな性格のＭさんを女子チームの先頭に指名した。 
 ボクには毎年、ムカデに限らず、クラスの子ども
たちに投げかけてきたことがある。それは、「泣け
る運動会にしよう！」ということだ。競技に負けて、
泣くことはあるだろう。でも、競技に勝って喜ぶこ
とはあっても、部活でもない限り、泣くことなんて
ほとんどない。“勝っても負けても泣ける”運動会
が、ボク自身の目標だった。そのためには、どうす
ればいいのか。… それには練習しかない。勝ちに
こだわった練習しかない。クラス全員の気持ちが一
つになった練習しかないと、ボクは考えていた。 
ボクは朝練を大切にした。６時 50 分から練習を

始めようと子どもたちが決めれば、ボクは必ずその
前に出勤し、朝礼台の上で子どもたちを待つように
した。最初はパラパラとしか集まらず、ムカデの練
習どころではなかったが、ボクはじっと待った。次
第に子どもたちも気づき始める。クラスは動き始
め、どこのクラスよりも早く集まるようになってい
く。運動が苦手な子をサポートする子、励ます子も
出てくる。ボクのクラスは、どこのクラスよりも練
習をこなしていった。そして、いつもその中心にい
たのが、女子チーム先頭のＭさんだった。 
その年、ボクのクラスは優勝した。泣きながらＭ

さんは言った。「本当に運動会で泣けるなんて、今
まで信じてなかった。」と。ボクは嬉しかった。 
運動会が終わった後、Ｍさんのお母さんがボクに

近づいてきた。褒められるのかなと、少しだけ期待
したボクだったが、「いろんなオモイデを作ってく
れたわね、センセ。」という上から目線の言葉に、
ボクの表情はやっぱりこわばるのだった。 
 
 

『校長室.com』 ＝150周年に向けて実行委員会を発足＝  
吉浜小では同窓会とＰＴＡを母体として、「湯河原町立吉浜

小学校開校 150周年記念事業実行委員会」を発足します。令和
元年度から準備委員会を何回か 
開催し、実行委員会発足に向け 
た準備を進めてきました。第一 
回実行委員会は、来月１日(金) 
に開く予定です。これからは記 
念式典や記念誌をどうするかな 
ど、具体的な内容を決めていく 
ことになります。吉浜小ＯＢ・ 
ＯＧの方々のご協力を、引き続 
きよろしくお願いいたします。 
 
 
 

 

= ありがとうございます！ 図書室に新たな本棚が = 
 
              学校図書館に新しい本棚が入 

りました。吉浜小卒業生の但野 
さんからいただいた寄附金をも 
とに、この夏に購入させていた 
だきました。本を配架するスペ 
ースが少ないことが長年の懸案 
だっただけに、本当にありがた 
いことだと思っています。あり 
がとうございました。本棚には 
記名もさせていただきました。 
大切に使いたいと思います。 

＝ スクール・カウンセラーが吉浜小にやって来る！＝  
 今月から月に１回、湯河原中のスクール・カウンセラー：藤
井さんが、町内の小学校に来てくださることになりました。心
配ごとがあり相談したい時には、吉浜小の先生に申し込んでく
ださい。湯河原中の相談室に電話(63-7736)をしても構いませ
ん。12月までの吉浜小の訪問予定日は次の通りです。 
◇ 10月 11日(月)、11月８日(月)、12月 13日(月)◇ 

地域で子どもを育てる ～大切にしたい、コロナ禍であっても～  

＝  

 

 
三原市とはリモートで交流 

ＪＵＭＰでトーチキスの体験を 

夏休みが終わり２週間近くが経ちましたが、夏休みは子ども 
たちが家庭に帰ると同時に、地域に帰る時でもあります。学校 
とは違った空間で、様々なことを経験し学びます。例年この夏 
の時期、湯河原町子ども会育成団体連絡協議会主催の砂の芸術 
大会・夏季キャンプや、湯河原町教育委員会主催の広島県三原 
市との子ども交流事業が行われています。ここ４・５年、でき 
る限り参加させていただいてきた中で、どれも歴史があり価値 
のある事業だと思ってきました。しかし、今年もコロナの影響で中止、もしくは内容を変 
 更しての実施となりました。子どもの健康・安全を第一に考えた措置であり、致し方ないところですが残念でなりま

せん。子どもたちが生き生きと活動している「放課後子ども教室ＪＵＭＰ」も、現在は休止の状態です。子どもは地 
域の宝であり、子どもは地域で育てるものです。一 
人の子どもが成長するためには、多くの人たち、多 
くの大人たちの関わりが必要です。来年夏の再開を 
願うと共に、吉浜小でもコロナ対策を十分に取った 
上で、日常の教育活動に地域の人たちとの関わりを 
少しでも取り入れていきたいと考えています。 

= 運動会に向けて保護者・地域の方々へのお願い = 
 
来月 16日(土)に運動会を開催します。昨年度に引き続き、

時間や種目を大幅に見直した形で準備を進めています。昨年
以上に緊張感をもった日々が続いていますが、子どもたちの
心に少しでも思い出として残るよう、皆さまのご協力をお願
いいたします。次のことについて、改めてご確認ください。 
 
◯朝、体温を測り、風邪の症状等体調不良が認められる場合
は、参観を控えてください。 

○参観者入り口での消毒・検温にご協力ください。 
◯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。 
◯会場内では密集・密接にならないよう 

にし、児童との接触は避けてください。 
◯大声を出しての声援は控えてください。 
◯会場案内図（後日配付）を確認し、参観できるエリア内で
の参観をお願いします。（児童席には行かれません。） 

【留意点】①校庭にはシートを敷くスペースはありません。 
②一時休憩所として、体育館を常時開放します。 
③参観者の入口を南校舎東側（正門側）、出口を 
南校舎西側（バックネット側）とします。 

◯中・低・高学年の順で演技を行います。お子さんの演技の
時間に合わせお越しください。密の状態を防ぐため、その
間の休憩時間（10分間）に参観者の入れ替えを行います。 

○周辺道路も含め、学校敷地内は「全面禁煙」となります。 
 

 

 

 吉空池横の校歌が刻まれた記念碑 

 新しく購入した本棚 


