
       

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
   

 
 
    

  
 

                        
 
 
  
 
 
 
  
 

 
   
 
 
    
  
 
   
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

令和４年３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！》 
 

= ボランティア活動の充実を！=  
コロナ禍で思うように進められなかっ

たボランティア活動ですが、とても大切
な取り組みだと考えています。皆様には、
さらなるご協力をお願いいたします。 

      家から出られないイライラ 
感、久しぶりに学校に来るドキドキ感。 

画面越しであっても、やっぱり仲間とはつな 
がっていたいという気持ち。体験して 
   分かることは多いです。 

  

= これからも続けたい「Pink Shirt Day」= 
 
 2007年、カナダの２人の学生から始まり、今や
70か国以上の国々で取り組まれている「いじめ撲
滅運動」の一つが「Pink Shirt Day」です。ピン
クのシャツや小物を身につけることで、「いじめ
は絶対に許さない」という意思表示をします。本
来は２月の最終水曜日が「Pink Shirt Day」です
が、今年は祝日にあたるため、吉浜小では English 
Day(毎月日にちに“５”のつく日)に合わせ、２月
15日に設定しました。日本でも徐々にその活動が 

吉小は歩みを止めない 

 
ＰＴＡ３月総会が書面開催となり、保護者の皆様に直接お話しできる機会がなくな

りました。そこで、教育活動アンケートの自由記述の中から、毎年取り上げられるこ
との多い下の２点について確認させていただきます。どちらも年度内に学校としての
方針や考え方を整理し、来年度それをきちんとご家庭にお伝えします。教育活動に
100％の完成形はありません。常に課題を洗い出し 、 改善し 
ていく姿勢が大切です。吉浜小は歩みを止めることなく、 
今後もより良い環境づくりに努めていきたいと思います。  
●宿題をもっと増やして欲しい。⇒ 多ければ良いという 
ものでもなく、自主学習という考え方も大切にしたいと考 
えています。学年間でばらつきが出ないよう調整します。 
●大雨や台風の際、校庭を開放して欲しい。⇒ 校門前が 
渋滞するたび考えていたことですが、ルール作りが必要で 
す。混乱なく実施できることを、第一条件に考えています。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

=映画を視聴し環境問題を =  
 先月９日に５年２組が、25日に 
５年１組が、理科の授業で「マイク 
ロプラスチックストーリー～ぼくら 
が作る 2050年～ 」の日本語吹き替 
え版を視聴しました。これは、環境 
汚染の原因となっているプラスチッ 
クの削減に取り組む、ニューヨーク 
の子どもたちの活動を記録したドキュメンタリー映画です。映
画に登場するローネン役の声を、吉浜小の５年生が担当してい 

るということもあり、子ど 
もたちは注意深く見入って 
いました。「自分たちでも 
できる対策があることが分 
かった。」など、環境問題 
について気づいたこと、考 
えたことをタブレットＰＣ 
のドキュメントにしっかり 
打ち込んでいました。 

=ペッパー君がやってきた！=  
 先月 18日、人型ロボット Pepper君 
を活用した道徳の授業が、６年生で行 
われました 。  テーマは「Pepper君と考 
える思いやりの心と親切」です。 
平成 28年に起きた津久井やまゆり園 
での惨事を受け、共生社会を実現する 

ために行っ 
ている県の取り組みの一つで、吉浜 
小が昨春応募したところ、見事当選 
し実施に至ったというわけです。 
Pepper君と一緒に学校生活を送 

るとしたら何ができるのか、子ども 
たちは一生懸命考えました。「困っ 
ている人への言葉かけや、心配する 
気持ちがあるだけでも、それは立派 
な思いやりだと思う。」など、Pepper 
君のことを考えた、温かいアイデア 
がたくさん提案されました。 授業後も人気者のペッパー君 

代表がペッパー君と会話 ２月 19日付タウンニュース 

前後２つのスクリーンを使って 

【 ボランティアの４つの原則 】  
自発性：自らの考えで進んで行います。  
公共性：地域や社会のために行います。  
無償性：時間などを無償で提供します。 
（必要な経費は受け取るという考え方もある。）  
先駆性：社会をリードする活動です。 

広がってきていますが、職員からの「ぜひ吉
小でもやってみたい！」という提案を受け実
現しました。当日は多くの先生たちがピンク
のシャツを着たり、ピンクのペンを胸ポケッ
トに入れたりしてアピールしました。「どう
して先生たち、みんなピンクなの？」と聞い
てくる子どもたちに 、 「Pink Shirt Day」の意
味を話してあげました。来年度以降も、吉浜
小の新たな伝統として続けていきたいです。 ちょっとわざとらしいですが… 

Pink Shirt Dayの仕掛け人？ 

=学級閉鎖に伴う学習進度について=  
 感染症拡大防止対策として学級閉鎖の
措置を取ったことにより、学年内で授業
時数に違いが生じましたが、今月半ばま
でには、全学年とも履修しなければいけ
ない学習内容はすべて終了します。その
ため時数の調整等は行いませんので、ご
理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

=コミュニティ・スクールへの改編を視野に入れて=  
 先月末、残念ながら中止とさせていただいた学校評議員
会ですが、来年度は組織を見直し、後期から学校運営協議
会（通称：コミュニティ・スクール）へと改編する予定で
す。改編後は、教育課程の編成や学校経営計画について学
校運営協議会の承認を得ることになります。また、吉浜小
の課題の一つである「児童の登下校の安全確保」について、
協議を深めたいと考えています。委員の構成等は、来年度
調整させていただきます。よろしくお願いいたします。 
  

=卒業式は 23日(水)です=  
 今年も制限下での卒業式に
なります。６年生全員との面接
を終え、素晴らしい卒業式にな
るに違いないと確信していま
す。６年生、今までありがとう。 

～教育活動アンケートにお答えしてｐａｒｔ４～  

 

吉浜海岸を見下ろす校庭の桜も、淡い色の蕾がふくらみ始め、春が来るのを今か今かと待ってい
るようです。しかし、感染症の広がりは未だ収束を見せず、海外からはロシアによるウクライナへ
の軍事侵攻という悲しいニュースが連日流れてきます。今年度も残り２週間あまり。未来ある子ど
もたちのため、今こそ、しっかりと足もとを見つめ業務にあたる必要があると感じています。 
さて、タイトル横にある顔のイラストは、３年前にある保護者の方に書いていただいたものです。

これからも大切にしていきたいという思いを込め、「スマイル吉浜」今年度最終号の始まりです。 
 完成！ボクの卒業文集 

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


 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 

     
  
  
 

  
  
  

 
  
 

 

 
 

 
  

  
 
 
 

 

     

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後の校長講話はリモートで 

＝  

 

 

卒業式の前日。体育館では最後の学年練習が行われ
ていた。学年主任の進行で、礼の仕方や動きの最終確
認をする。本番さながらの体育館の光景に目をやりな
がら、ボクは新採１年目のことを思い出していた。 
先輩に対抗して始めた学級だより。ボクは毎回、学

級だよりでクラスの誰かを一人ずつ褒めることにして
いた。掃除を頑張っている子、部活を頑張っている子、
家のお手伝いをよくする子、忘れ物をしない子、魚の
生態に詳しい子、…。思い浮かぶまま、一人ずつ学級
だよりに紹介していった。でも、２月になっても３月
になっても、どうしても一人だけ書けない子がいた。
どれだけ考えても書けない子がいた。その子は、やん
ちゃな子でもだらしのない子でもない。ごくごく普通
に、真面目に学校生活を送っている子だった。でも、
どうしても見つからなかった。見つけられなかった。
そういう自分が、悔しくて情けなかった。最後は何と
か紹介できたものの、ボクはこの時、子どもの良いと
ころをいっぱい見つけられる教師になりたいと思っ
た。… 体育館で最後の練習に励む子どもたちを見なが
ら、この子たちの良いところを見つけられたんだろう
かと、ボクはこの１年間を振り返っていた。 
そんな時、生徒指導が担当だったボクに、「最後に話

をしてくれ」と学年主任から声がかかった。何を話そ
うか…、練習が終わった子どもたちに、ボクは語りか
けた。「明日はいよいよ卒業式です。中学校最後の日で
す。いろいろ着飾りたい人もいるだろうが、そんなの
は必要ありません。服装や外見じゃないんです。明日
の卒業式には、心を奇麗にして臨んで欲しいんです。
実は、用意されている歌や呼びかけ、スライド…、先
生はそんなものも必要ないとさえ思っています。一人
一人が奇麗な心で、純粋な心で、この２時間を誰にも
邪魔されず、静かに中学校生活３年間を振り返ること
ができれば、卒業式はそれで成功だと、先生は思って
います。心を奇麗にして、明日はここに集まってきて
欲しい。きっと素晴らしい卒業式になる。先生はそう
信じています。あしたは頑張ろう。以上です。」 
卒業式当日。子どもたちは期待に応えてくれた。奇

麗な心で純粋な心で、卒業証書を受け取り、呼びかけ
を行い、そして、「大地讃頌」を歌った。初めてだった。
ボクはこみ上げる涙を抑えることができなかった。 
式が終わり、ボクは子どもたちが待つ教室に向かっ

た。神妙な面持ちの子どもたちを前に、ボクは思った。
一人一人、良いところをいっぱいもっている、なんて
素晴らしい子どもたちだったんだろう。なんて素晴ら
しいクラスだったんだろう。… 解散の時間が近づいて
きた。こんな時ほど、ありきたりの言葉しか浮かんで
こない。でも、今の気持ちをこの子たちに伝えたい。
…「じゃあ、最後に聴いてください、… 乾杯。」 
 
 
 

― ボクが乾杯を歌った日 ― 

 

『校長室.com』＝一年間ありがとうございました！＝  
 ３年生が 10月下旬に種を蒔いた「ゆがわら眺望ガーデン」
の菜の花が、黄色い輝きを放ち始めました。北館３階から眺
める光景に、確かな春の訪れを感じることができます。 
今年もコロナに翻弄される一年でしたが、子どもたちが頑

張っている様子と校長としての思いを中心に、学校だより「ス
マイル吉浜」を月１回のペースで発行してきました。拙い文
章と撮影技術でしたが、少しでも皆さんに褒めてもらえたり、
関心をもってもらえたりすると嬉しいものでした。いくつに
なっても、この気持ちは子どもたちと同じです。 
さて、ＧＩＧＡスクール構想が推進され、学校からの情報

伝達も、今やデジタル機器を使って行うことが主流になって
きました。しかし、学校と家庭・地域とを結ぶ重要なツール
として、自分で記事を起こし印刷し紙媒体で配付することに、
少なからず意義を感じてきました。今後とも、どうぞ学校だ
より「スマイル吉浜」をよろしくお願いいたします。一年間
ご愛読いただき、本当にありがとうございました。 

＝吉浜小のホームページもよろしく！＝  
 職員の協力により、ホームページも充実し
てきました。毎日の給食や子どもたちの生活
の様子を、ブログ等で紹介しています。左の
ＱＲコードからご覧いただくことができま
す。こちらもよろしくお願いいたします。 

 

 

 

＝「小さい“つ”が消えた日」を鑑賞しました！＝  
 文化庁が行う「子供のための文化芸術鑑賞・体験支援事業」
を活用し、先月８日に劇団仲間による「小さい“つ”が消え
た日」を、５・６年生が体育館で鑑賞しました（他の学年は
後日録画を教室で鑑賞）。これは五十音村に住む言葉の妖精
たちの物語です。音をもたない小さい“つ”は、みんなから
笑い者にされ「自分は必要ない」と村を飛び出してしまいま
す。しかし、小さい“つ”がい 
なくなった世界は、言葉の意味 
が変わってしまい大混乱に…。 
 この物語は役に立たない人な 
んていない、そして時には沈黙 
も大切なんだということに気づ 
かされる、とてもメッセージ性 
の強い、奥が深いものでした。 舞台にはお相撲さんも登場 

 

～正義とは何だろう？～ 

＝  

 

 

が悪者扱いで、最後に倒されて終わります。でも、ウルトラマンは違います。確か
にジャミラは地球で暴れまわりますが、実は元宇宙飛行士で人間に見捨てられた存
在です。その復讐のために地球にやってきたのです。元は同じ人間であったことを
知りながら、地球の人間たちは攻撃を加え、ウルトラマンはジャミラが最も苦しむ
攻撃「ウルトラ水流」で殺してしまうのです。ジャミラは本当に殺されなければな
らない存在だったのか、正義とは何なのかを問いかけているのです。講話の最後に、
いじめのない、優しさがいっぱい詰まった吉浜小にしていこうと伝えました。 

先月９日、今年度最後の校長講話を行いました。体育館での朝会を模索した
一年間でしたが、感染状況が芳しくない中、今回も放送室からの中継になりま
した。子どもたちにはいつか歌って欲しいという思いから、講話の前に毎回音
楽専科の先生に歌っていただいた「学校坂道」。今回も放送室に電子オルガンを
持ち込み、弾き語りをお願いしました。「聴いているうちに、少し歌えるように
なったよ。」という声も届いてきているようです。みんなで思い切り体育館で歌 

える日が、早く来ればいいなと思います。 
 さて、講話ではどうしてウルトラマンが好 
きなのかを、怪獣ジャミラを通して話しまし 
た。一般的なヒーローものは、最初から怪獣 

必殺技だ！スペシウム光線 

これからの朝会は映像と音楽を駆使して 

 

 

＝人権川柳に吉浜小児童の作品が入賞しました！＝  
 人権川柳の入賞作品の紹介です。これは教育委員会の事業
で、今年も心がほかほかになる作品が多数出品されました。  
最優秀賞 木村陽菜さん（湯河原中学校１年） 

「ありがとう」 君の一言で 笑顔咲く 
優秀賞 杉山翼さん（吉浜小学校６年） 
     うれしいよ ささえてくれて ありがとう 
    加藤志乃さん（湯河原中学校１年） 
    「大丈夫？」 小さな気遣い 大切に 
努力賞 常盤彩桔さん（吉浜小学校５年） 
     あいさつは 明るい心 開くカギ 

≪ボクの置きてがみ⑫≫（※保証はありませんでしたが、何とかここまで。） 


