
       

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
   

 
 
    

  
 

                       
 
 
 
 
 

 
 
 

 
   
 
 
    
  
 
   
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

令和４年１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！》 
 

＝速報！教育活動アンケートの集計結果をお伝えします＝  
 今回初めてタブレットＰＣを使ってのアンケートでしたが、お忙しい
中、ご協力をいただきありがとうございました。数字だけですべてが見
渡せるわけではありませんが、４年間の軌跡をたどると概ね伸びてきた
のかなと感じています。特に、職員間の協力体制や家庭との連携が、成
果として数字に表れてきたことは大変嬉しいことで、それが子どもたち
の楽しい学校生活につながっているのかなと思っています。しかし、家
庭学習については、保護者の割合が相変わらずの低空飛行で、学力の向
上とあわせた抜本的な改革の必要性を感じます。今後は学校評議員さん
たちからも意見をいただき、さらに分析を進めたいと考えています。  
～ランドセルを６年間大切に使おう～ アンケートで大事にした
い部分は、数字以上に自由記述欄へのご意見です。すべての要望にお応
えすることはできませんが、一つ一つを丁寧に考え、可能な限り答えを
返していく必要があります。ランドセル登校にして欲しいというご意見
が複数ありましたので、今回はそれについて触れたいと思います。 
 ランドセルが高価な物であることはもちろんですが、２年前、ランド
セルを背負いながら吉浜小を後にする卒業生を見て、素敵だなと感じた
時から、“ランドセルを６年間使える学校”をめざしました。ただし、
強制はできません。ましてやランドセルで 
は教科書などが入りきらない、そして重い 
という課題が以前からありました。そこで 
昨年度から『児童の自主性を育てる「ラン 
ドセルを６年間使える学校づくり」』という 
目標を掲げ、毎日の荷物の持ち帰りは国語 
と算数の教科書・ノートのみ、それ以外の 
学習用具は基本的に学校保管としました。 
“児童の自主性を育てる”という言葉には、 
今日は家庭学習のために何を持ち帰ればい 
いのか、自分で気づける子どもに育って欲 
しいという願いを込めています。動き出し 
て、まだ２年です。少しずつ浸透し、ラン 
ドセルを大切に、そして誇りに思う子ども 
が一人でも増えてくれれば嬉しいです。 
     家庭・地域との連携は、学校の 

大きな支えです。今後とも、よろ 
しくお願いいたします。 

            年末に大きなプレゼントが届きました。地域の方からの一通の手 
紙です。いただいた手紙には、こんなことが書いてありました。「… 
湯河原に来た当初、吉浜小学校のお子さんが、皆さん自分から『お 
はようございます。』『こんにちは！』と声をかけてくれることに、 
とても驚きました。前に住んでいた所では、声をかけても返事がな 

かったり、挨拶の習慣はありませんでした。それで吉浜小学校のお子さんたちの気持ちの良 
い挨拶に、とても爽やかになり素敵な地域だなと感じました。…」 
この手紙を受け取って、嬉しかったことはもちろんですが、挨拶 

にはこんなに力があるんだ、こんなに人に喜んでもらえるんだとい 
うことに、改めて気づかされた思いがしました。子どもたちには朝 
会で、挨拶日本一の学校をめざそうと話しました。何をもって日本 
一なのかは分かりませんが、一人ひとりが誰に対しても気持ちのい 
い挨拶を続けていけば、必ず日本一の学校になると信じています。 
てああああああああああああああああああああああああああああああ 
ああああああああああああああああああああああああああああああ 
ああああああああああああああああああああああああああああああ 
ああああああああああああああああああああああああああああああ 
ああああああああああああああああああああああああああ 

      ある朝の１年生。「あっ、宿 
題やってくるの忘れちゃった。」と心配そ 

うな女の子。すると「あっ、オレも。ガッハッ 
ハ～。」とニコニコ顔の男の子。おおらか 

なのはいいんだけどなあ…。 

 

 

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 R３ H30 R元 R２ R３ 

１ 分かりやすい授業 94 99 97 97 96 98 98 98 

２ 子どもに寄り添った指導 85 90 94 94 88 94 94 95 

３ 褒めたり毅然とした指導 91 94 96 97 92 96 95 96 

４ 先生同士の協力体制 84 86 86 93 89 90 91 94 

５ 楽しい学校生活 84 91 89 93 93 94 95 98 

６ 社会のルールやマナー 90 89 92 92 89 91 91 93 

７ 家庭学習の習慣 96 87 84 88 79 77 77 77 

８ 家庭での会話 70 76 71 79 93 94 93 93 

９ 自尊感情の育成 80 82 77 81 92 91 96 98 

10 基本的な生活習慣 79 83 79 81 85 88 86 89 

11 家庭と学校との連携     78 77 78 89 

 

 

 

 

= 笑う門には… 今年も笑顔を大切に！=  
 「笑う門には福来たる」ということわざがありま
す。いつもにこやかに笑っている人の家には、自然と
幸福がやって来るという意味です。例えば、機嫌が悪
そうな人と出会ったりすると、人間は無意識にその人
を避けるようになります。逆に、明るい表情をしてい
る人には、自然に好感をもつようになります。笑顔は
周りに安心感を与えてくれるので、人とスムーズに関
わっていくことができるのです。 
生まれて間もない赤ちゃんは、すぐに笑うようにな

ると言われています。楽しいとか嬉しいとかの感情は
もっていませんが、自然と笑顔を作るそうです。これ
は、お母さんに可愛がって育ててもらうために、本能
的に笑顔が出てくるのだそうです。“この表情をすれ
ば優しくしてもらえる”ことを自然と学び、笑顔を繰
り返すようになると言われています。 
では、私たち大人の普段の表情はどうでしょうか。

もしかしたら、赤ちゃんの時に本能的に学んだこと
を、いつしか忘れてしまっているのかも知れません
ね。何歳になって 
も笑顔が一番です。 
友だちをいっぱい 
作るには、笑顔が 
一番です。今年も 
吉浜小みんなで、 
笑顔いっぱいの学 
校を作っていきた 
いと思います。 
 

マスクの下に笑顔いっぱいの２年生 

あいさつ日本一を！ 

先月届いた一通の手紙 

心に届いた一通の手紙 ～～１１月月のの朝朝会会かからら～～ 

 

 

朝会で手紙を紹介しました 

明けましておめでとうございます。太平洋側は晴天に恵まれ穏やかな三が日でしたが、冷え込みも厳
しく、６日には湯河原にも雪が降り積もり、校庭一面が銀世界になりました。今週から学校が再開され、
教室からは子どもたちの元気な声が聞こえてきます。しかし、連日ニュース等で報道されているように、
オミクロン株の急拡大は予断を許さない状況です。これから３月までは１年間の総まとめと、次の学年
に向けての準備の期間、特に６年生にとっては、卒業に向けて一日一日を大切にしていかなければいけ
ない時期です。コロナ対策を決して怠ることなく、私たち教職員も気持ちを引き締め、日々の教育活動
に取り組んでいきたいと思います。今年も、「スマイル吉浜」をよろしくお願いいたします。 

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


 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 

     
  
  
 

  
  
  

 
  
 

 

 
 

 
  

  
 
 
 

 

     

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ボクの置きてがみ⑩≫（※このシリーズが続く保証はありません。） 

― ボクがこだわった、ほんの一場面 ― 

７月に入り、３年生は進路面談が始まっていた。進
路面談といっても、志望校をあげてくるくらいの段階
で、本格的に志望校を絞り込むのは、まだまだ先だ。
ボクは進路情報のほか学習面や生活面、友人関係など
一通りの資料を準備し、順調に面談をこなしていた。 
Ｇの順番がやってきた。廊下に向かって「どうぞ」

と声をかけると、Ｇと一緒にご両親が揃って教室に入
ってきた。進路面談にご両親がいらっしゃることはあ
るが、７月の面談では珍しい。何かあるなと、ボクは
感じた。「どうぞ、おかけください。では…。」と学校
の様子を話し始めると、その理由はすぐに分かった。
ボクの言葉をさえぎり、Ｇのお父さんが怒った口調で
こう話してきた。「息子に『お前には学校で勉強する資
格はない。家に帰れ！』と言ったそうだが、それは本
当なのか。」（…なるほど、あのことか。）「確かに言い
ました。ボクの信念として、この子に言いました。」 
２週間ほど前のことだったろうか。空き時間のボク

は、いつもの通り校舎内を見回っていた。ちょうど、
自分のクラスの前を通りかかった時だ。出入り口に近
い席だったＧが、右足を廊下に出して授業を受けてい
たのだ。少し手を焼いていた２年生の頃に比べたら、
確かに真面目に授業を受けるようにはなっていた。で
もボクは、授業中のその態度が許せなかった。許した
くなかった。だから、ボクはＧに言った。授業の邪魔
にならないくらいの声で言った。「そんな態度で授業を
受けるんだったら、ウチに帰れ。授業を受ける資格は
ない。」Ｇはしぶしぶ右足を教室の中に入れ、授業を受
け続けた。ボクはそれを確認し、見回りを続けた。 
ボクはお父さんに、そこに至った経緯を洗いざらい

説明した。その言葉は、ボクのＧに対する思いだとい
うことも説明した。同じことをしていたら、また同じ
ことを言うだろうということも説明した。お父さんは
一言も反論することなく、納得してくれた。お父さん
に来てもらって、話を聞いてもらって良かったと思っ
た。Ｇは２学期以降、ますます授業態度がよくなり、
志望校もランクを上げ、立派に高校に進んでいった。 
教師には“こだわり”が必要だと、常々思う。「学校

のルールだから」などという、杓子定規な説明を誰も
望んではいない。教育に対する思い、クラスに対する
思い、授業に対する思い、その子に対する思いがなけ
れば、この仕事は務まらない。「何年も前の話だから
…。」と言う人もいるだろう。でも、もし今、クラスを
受け持っていたとしたら、たぶんボクは同じように「家
に帰れ！」と言ってしまうような気がする。たとえ、
罰を受けることになったとしても、啖呵を切ってしま
う自分がそこにいるような気がする。 
 
 
 

来週は給食週間 

＝  

 

 

15年ほど前、中学生の海外派遣研修の随行としてオーストラリアに行った時のこと 
です。海外生活も数日が経ち、疲れがたまる中、子どもたちの素の顔がのぞき始めてき 
ました。最初の頃は珍しさもあって食べていたのに、「このお肉、食べなくていいです 
か。」「今日は何も食べられる物がありません。」そんな声があちこちから聞かれるよう 
になりました。分からないでもありません。大人でさえ、そろそろもうこの硬いお肉は 
遠慮かなと思っていた頃です。でも、一人の女の子だけは違いました。「わあ、美味し 
い！美味しい！」毎回の食事を心から楽しんでいたのです。見ているこちらが嬉しくな 
るくらい、毎回ニコニコしながら食べていたのです。研修も後半ともなると、体調を崩

し活動をリタイアする子が続出する中、彼女は現地で多くのことに挑戦し、多くの友だちを作り、この海外研修を楽
しんだのです。美味しく食べられるということの意味、生きていくことの強さとは何かを教えられた瞬間でした。 

『校長室.com』＝ 僭越ながら …卒業文集を刊行！＝  
 ついに血迷ったかと思われる方もいらっしゃるでしょう。
確かにその通りだとは思いますが、すでに（勝手に）編集中
でもあります。もう後戻りはできません。… 僭越ながら、今
日ここに宣言します。「『ボクの卒業文集』を刊行します！」 
 学校だよりで「コラム欄」に書いた６年間分をまとめてい
ます。再生紙Ａ４版の 44ページにもおよぶ大作です。拙い文
章ばかりですが、単に思い出話だけを綴ったつもりはありま
せん。時代を反映しているとは言え、子どもから見える大人
社会のズルさや、時には家庭教育や学級経営のヒントも盛り
込まれています。子どもの誰もがもっている、感受性の豊か
さに気づいていただければとも思っています。大した人生を
送っていないので、手前みそ的な部分もありますが、多くの
方に読んでいただければ、こんなに嬉しいことはありません。 
 目標発行部数は 10 部です。３月 
中旬に完成予定です。自費出版（実 
際にかかった経費は、事務職員と相 
談して決めます。）ですので 、 もちろ 
ん無料です。しかし、残ってしまっ 
ては悲しいので、ご面倒ですが予約 
をしていただき、その数だけ印刷し 
ようと思います 。 それでは、本日 14 
日から予約を開始します。 
⇒ ☎（６２－８２８７）校長あて 
 
 

= 考えてみよう！ 子どものおしゃれ =  
        おしゃれをしようとして引き起こされる皮

膚のトラブルや健康への悪影響のことを「お 
しゃれ障害」と言います。小学生は身体が出来あがる途中で
あるため、害になるものがたくさんあります。回数を重ねる
うちに突然アレルギー症状が出てくることもあります。特
に、子どもの肌は皮膚のバリア機能が大人に比べて弱いた
め、異物が肌の奥まで入りやすい環境にあります。髪の染
色・脱色、ピアス、マニキュアなど多様性を認めつつも、健
康を第一に考えていかなければいけないと思っています。 
 

= ぜひご覧ください！書き初めを展示しています =  
 新春に相応しい行事、書き初め会が今週行われました。書
は日本の文化と伝統の一つです。静寂の中で自然と姿勢が正
され、筆先に集中し文字を書き上げることで、自らの心と向
き合います。力強く書かれた作品は、来週 17日(月)から 28
日(金)まで、教室前の廊下(６年生は 
南館２階)で展示されます。ぜひこの 
機会にご来校いただき 、 鑑賞していた 
だければと思います。なお 、 21日(金) 
の５校時は学習参観となっています。 

 

 

 

 

 

= 吉浜小×大和小サミット 第３回目を先月開催！= 
 
 この多様な広域連携促進事業は今年度、全国でたった５件
しか採択されていないそうです。先月９日には 、 ４年生が「湯
河原 再発見！」をテーマに 、 誰 
もが暮らしやすい町づくりにつ 
いて調べたことや考えたことを、 
広島県三原市の大和小の子ども 
たちに発表しました。町への愛 
着とＩＣＴを活用したプレゼン 
力の向上につながっています。 
次回が最終回で 、 今月 20日です。 パソコンのカメラに向かって 

取材の方も多数お見えに 

～“食べるということの意味”を考えさせられた時～ 

＝  

 

 
お弁当を前に笑顔いっぱいの３年生 

 

 
給食週間では、地元産の食

材を利用した献立や、リクエ
スト給食が実施されます。ま
た、調理員さんたちに感謝す
る期間でもあります。出会っ
た時に「いつも美味しい給食
をありがとうございます。」 
と言えるといいですね。 

 
 
 
 
 

 ５年生「新しい風」 


