
       

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
   

 
 
    

  
 

                       
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
   
  
 
   
   
  
  
 
  

 
 
 
  
 
 

 
 

 

令和３年１２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！》 
 

= 臨時教育相談を実施！ぜひご活用を =  
 コロナ禍で懇談会などが中止になることが
多かったことから、年間計画にはなかった臨
時教育相談を今月 21 日（14:30～16:15）と
22日（13:30～16:15）に行います。希望制で
すがどうぞ積極的にご活用ください。なお、
校長室もいつものごとく開放しておりますの
で、遠慮なくノックしてください。要望や苦
情、何でも構いません。お待ちしております。 
 
 

修学旅行を考える ～コロナ禍で教えられたこと～  

 

今年も残すところ２週間あまり。オミクロン株に警戒しつつも、街は年の瀬に相応しく、徐々
に活気を取り戻しています。この一年は皆さんにとって、どんな一年だったのでしょうか。 
学校でも緊急事態宣言解除後は、ボランティアの方々やゲストティーチャーの方々をお招き

する機会も増え、地域に支えられた学校であることを改めて実感しています。ありがとうござ
いました。“時”は静かに、そして、確実に流れていきます。互いに、この“時”を大切にで
きればと思います。それでは、今年最後の「スマイル吉浜」をお楽しみください。 

 昨年に続き、12月の実施となった６年生の修学旅行。２度の延期があった上に、
初日朝方の大雨と、帰ってきた直後の現地での大きな地震。そう考えると、全員が
無事に帰ってこられたことに、まずは感謝しなければいけないと思います。いろい
ろとご理解・ご協力をいただいた保護者の皆さまをはじめ、関係者の皆さまには改
めて感謝を申し上げます。ありがとうございました。 
 さて、コロナ禍で迎えた修学旅行を振り返り、教えられたことがあります。それ
は“日光ありき”ではないということです。昨年は町内に宿泊し、八景島シーパラ
ダイスと箱根方面に、今年は石和温泉に宿泊し、富士急ハイランドと山梨方面に行
きました。遊園地系をコースに入れたことには賛否あるでしょうが、バスでの移動
だったため時間を有効に使うことができ、また、ホテルでの宿泊にも関わらず費用 
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Ａ 146名（40.1％） Ｂ 101名（27.8％） Ｃ 59名 
(16.2％) Ｄ 58名 

(15.9％) 

 

Ａ 147名（37.1％） Ｂ 117名（29.5％） Ｃ 66名 
(16.7％) 

Ｄ 66名 
(16.7％) 

 

Ａ 204名（50.9％） Ｂ 101名（25.2％） Ｃ 

 

Ａ 170名（39.8％） Ｂ 117名（27.4％） Ｃ 87名 
(20.4％) Ｄ 

 

Ａ 187名（43.2％） Ｂ 112名（25.9％） Ｃ Ｄ 

Ｄ 

R1.6実施 
433名 

R2.2実施 
427名 

R2.7実施 
401名 

R3.2実施 
396名 

R3.6実施 
364名 

68名(15.7％) 
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53名 
(12.4％) 
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66名 
(15.2％) 

51名(12.7％) 

45名(11.2％) 

質問 「算数の勉強は好きですか。」 （じぶんアンケートより） 

 

 

 

 

 

=「吉浜っ子の木」リニューアルの意義 =  
 正面玄関の“吉浜っ子の木”が、今リニュ
ーアル中です。ボランティア活動は保護者の
方々の交流の場でもあり、大人たちと子ども
たちとの交流の場でもあります。先月のボラ 

ンティア交流会で 
は、短い時間でし 
たが子どもたちも 
一緒でした。こん 
な時間がたくさん 
作れたらいいなと 
思っています。 

 

中休みのほんのひと時 

＝ ５年生が日金山登頂！自然体験学習を実施 ＝  
 先月 26 日、５年生が自然体験学習を実施しました。十
国峠での眺めは絶景で、「みんなと一緒に登るのがとても
楽しかった。」「頂上で見た富士山がとっても綺麗だった。」
「大自然の中にいる感じがする。」などの感想が聞かれま 

した。山登りが初めてだった 
子もいるはずです。励まし合 
いながら仲間と山を登った 
こと。頂上に着いた時に、仲 
間と一緒に感動したこと。間 
違いなくこの日、５ 
年生は貴重な体験を 
したのだと 
思います。 

 

42丁目まであと少し！ 

山登りを終え最高の笑顔で 

は日光とほぼ同額で実施することができました。そして何より良かったと思えたことは、自分たちで選択できるとい
うメリットです。宿泊先も見学先も時間の使い方も、学校が主体となって決められたということです。もちろん、そ
のためには準備の時間もかかります。担当する職員の負担も大きくなります。まだしっかりとした土壌がない中で、
この２年間の取り組みが十分だったとも言えません。しかし、その教育的価値や効果は、今まで以上に大きかったに
違いありません。日光も選択肢の一つとして捉えた上で、もっと子どもたちや職員の思いを取り入れた修学旅行がで 

きるのではないかと、この２年 
間を通して強く感じました。 

 

      職員室に入ろうとする、２ 
人の男の子。「１年〇組の〇〇です！」 

「違うよ、２年だろ。」「そうだ！ ２年〇組 
の〇〇です！」 … ２年生になって結 
   構たってるけどなあ～。（笑） 

山梨県立美術館 

リンゴのモニュメントの前で 

ホテルでのレク「ハンカチ落とし」  

１・２年生は長浜海浜公園へ 

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


 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

     
  
  
 

  
  
  
 
  
 
 
 

 
 

  
  

 
 
 

 

     

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ボクの置きてがみ⑨≫（※このシリーズが続く保証はありません。） 

-ボクが“学び直し”と聞いて思い出すこと- 

それは、プレハブ室で学年会をやっている時だっ
た。「先生に電話が入っているようですよ。」同僚の
先生から声をかけられたボクは、誰からだろうと思
いながら職員室に向かった。 
「もしもし。お待たせしました。」「あっ、先生。お
久しぶりです。」電話の相手は、前任校の教え子Ｋ
だった。「… 先生、… Ｍが死んじゃった。」沈んだ
声が、電話口の向こうから聞こえてきた。「えっ、
どういうこと！」「詳しいことはあとで話すから、
線香をあげてやってください、先生。Ｍの家のそば
で待ってるから。」「分かった、すぐに行く。」 
 ＫとＭが卒業してから、かなりの年月が経ってい
る。当時のことを懐かしむ間もなく、ボクは車の中
でＭのことを思い出していた。Ｍは中学３年の時の
クラスの子だった。２年の頃からほとんど学校には
来ず、顔を見るのは、朝家まで起こしに行った時か、
給食を食べにひょっこり学校に現れた時か、限られ
た時間の面会の時だけだった。そして最後は、忘れ
もしない前橋にある少年院での卒業式。中学校の卒
業証書を持ち、Ｍのお母さんと校長先生と担任のボ
クとで見守った卒業式。久しぶりに会うＭの表情
は、どこか吹っ切れたようで、今までに見たことが
ないような穏やかな笑顔を浮かべていた。「もう少
しだ。しっかりがんばるんだぞ。」そんな声かけに、
Ｍは「うん。」と小さくうなずいた。結局それが、
Ｍとボクとの最後の会話だった。 
 Ｍの家で線香をあげたあと、近くの駐輪場の外灯
に照らされながらＫの話を聞いた。少年院から戻っ
てきたＭは、これからは真面目にやっていくとＫに
話していたらしい。しかし、昔の遊び仲間が放って
おくわけがない。周りからは一目置かれ、もてはや
される。そんなこと、Ｍは何一つ望んでいないのに、
いわゆる“箔がつく”というやつだ。このままでは、
また駄目になるとＭは意を決し、地元を離れること
にした。福岡で職に就いている兄を頼り、見習いの
仕事を始めたという。しかし、棟梁からは怒られる
毎日だったらしい。「赤のペンキを持ってきてく
れ。」と言われても、缶に書いてある「Red」という
英語が分からず、頼まれたペンキを持って行くこと
ができない。次第に、目のかすみや指先の震えも気
になりだしてきた。思うように働けないＭは将来を
悲観し、誰に相談することもなく自ら命を絶った。 
 Ｍに学び直すチャンスは何度あったのだろう。ボ
クは、そのチャンスを何度潰したのだろう。小学校
で上手くいかなくても、中学校で上手くいかなくて
も、「学び直したい」と思った時、この社会はそれ
をちゃんと受け入れてくれているのだろうか。Ｍに
手を合わせながら、ボクはいつも考える。 
 
 
 

地域の教育力に支えられて 

＝  

 

 

学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を
行い、質の高い学びを実現し、生涯にわたって能動的（アクティブ）に学び続
けようとする児童・生徒の育成が求められています。吉浜小では校内研究を充
実させ、授業改善やＩＣＴの活用を積極的に進めていますが、「質の高い学びの
実現」「生涯にわたって学び続ける力の育成」には、地域の教育力の活用は欠か 

せないと考えています。教科書だけでは学べな 
い知識を得られるだけでなく、実社会で活躍さ 

 
 

 

 

『校長室.com』＝松柏会に交通安全功労団体表彰！＝  
 毎日、下校する子どもたちを温 
かく見守ってくださっている湯河 
原町老人クラブ連合会「松柏会」 
の皆さんに、日頃の優れた功績が 
認められ、神奈川県教育委員会か 
ら交通安全功労団体表彰が贈られ 
ました。コロナ禍ということで、 
正式な表彰式は中止となりました 
たが、先月 25日 、 町教育委員会の 
教育長さんに防災ＣＣにて表彰状 
を授与していただきました。先日は松柏会の方に、風で飛ば 
された黄色い帽子を、新崎川に入り取っていただいたことも 

ありました。松柏会の皆さんに 
声をかけていただくことで、子 
どもたちは毎日安心して下校で 
きています。本当にありがたい 
ことです。今後とも吉浜小の子 
どもたちのため、どうぞよろし 
くお願いいたします。この度は、 
誠におめでとうございます。 
 

 

 

＝ 吉浜小にも金次郎像が！＝ 
 

以前から「確か子どもの頃、吉浜 
           小にも、二宮金次郎の像があったは 
           ずだが…。」という声を聞いていま 
           したが、その詳細は不明でした。し 

かし、150周年記念 
事業の話し合いをす 
る中で、石像が安置 
されている場所が分 

かり、実際に探してみたところ、その姿を確 
認することができました。「もう一度校庭に 
設置してみては。」という意見もありました 
が、欠けてしまっている部分もあり、痛みが 
酷い状態でしたので、元の場所に戻しました。 
ご覧になりたい方は、ぜひ学校にご一報ください。 

見守り隊代表の宮川さんと 

＝ 教職員の“働き方改革”にご理解・ご協力を！ ＝  
 この冬休みも、働き方改革の一環として 12月 28日、１月
４日・５日の３日間が「日直及び宿直を置かない日」となり
ます。ご理解・ご協力をお願いいたします。なお、急な連絡
が必要になった場合は、土日や祝日と同じように、町役場（代
表番号：62-2111）にご連絡ください。湯河原町教育委員会
を通じて学校に連絡が来ることになっています。 

 

＝アンケートへのご協力ありがとうございました＝  
 毎年行っている「教育活動アンケート」を、ＩＣＴ活用の
推進に合わせ、今年度は児童用タブレットＰＣから回答して
いただくことにしました。いかがだったでしょうか。実際に
行ってみた感想を、お聞かせいただければと思いま 
す。なお、集計結果は後日公表し、来年度の教育活 
動の改善に生かしていきたいと考えています。 

ふくよかな表情の金次郎さん 

 

  

～感謝の気持ちと共に～  

＝  

 

 出汁の香りに魅了されました（５年の家庭科） 

 

れている方々と出会う 
ことで、将来に向けてのキャリア教育にもつながります。写
真以外にも、４年生では警察ＯＢの方をお招きし、情報モラ
ルについて学習しました。地域の教育力は無限大です。お忙
しい中、吉浜小の子どもたちのために時間を割いていただい
たことに感謝すると共に、今後もぜひご協力をいただければ
と思います。本当にありがとうございました。 
 
 

（３年の国際理解教室） 
タイ国の文化に触れました 

（６年の理科） 
海の微生物を観察 
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