
花咲く明日を ～ 吉浜小学校だより ～
高浜市立吉浜小学校
令和４年４月６日 №１

ご入学・ご進級おめでとうございます
春爛漫の中、入学式・始業式を終え､令和４年度がスタ

ートしました。４月６日、登校した子どもたちは、新し
い学級を確認し、友達と一緒に歓声を上げながら新しい
教室に向かっていきました。どの子も新学期の始まりに、
期待に胸をふくらませて登校してきたことがよく分かり
ました。
入学式では、新６年生と保護者の皆様が見守る中、１

３０名の希望に満ちた元気な新１年生を迎えました。新
２年生から新６年生はリモートで始業式を行いました。
この1年間の目標を一つ持って欲しいこと。目標は、今ま
での自分と比べ、もう少しがんばれば出来そうなことに決めて欲しいことを話しました。入学式で
は、時間を守ること、交通事故など、安全に気をつけること、挨拶や返事をすることの３点につい
て話し、保護者の皆様に、家に帰った後、お子さんに聞き返して欲しいとお願いしました。そして、
子どもの話を聞いて、よく聞いていたと褒めてあげて欲しいことをお願いしました。
子どもは褒められると、自己肯定感が育ってきます。自己肯定感とは自分らしさとともに、自分

自身が価値ある存在であると確認できることを指しています。この気持ちによって人はいろいろな
ことに意欲的に取り組み、満足感を重ね、自分にも他人にも受容的になれるものです。しかし、こ
れが不十分であると、こういった感情が育たず、自己否定感が強くなり、少しのストレスでも心が
折れやすくなっていきます。
子どもですからできないことやうまくいかないことがあるのは当たり前です。できないことは確

かに気にはなりますが、それよりもできたことや、頑張っていることに目を向け、それを認め励ま
すこと、これを繰り返していくことを大切にしたいと考えています。

□令和４年度の教職員です～よろしくお願いします～
[校 長] 鈴木 剛 [教 頭] 永田 朋子 [教務主任] 門脇由美子 [校務主任] 森田 泰行
[主任養護教諭] 岩間美和子 [栄養教諭] 大村 伸恵 [主任] 岩瀨 由子 [主事] 高橋 菜央

[専科] 柏倉美優紀・村越 克実・岡本佳菜子・竹内 華子・小島千佳
[日本語指導] 川西智恵理・杉山小裕美 [通級指導] 都築美由紀 [少人数指導]中村 美樹・

野々山直美・松田 純子 [初任研補充] 松田 純子・竹内 華子
[ｽｸｰﾙｱｼｽﾀﾝﾄ] 金山 尚子・竹巻 明里・礒部 史織 ［養護教諭支援］竹巻 明里

[学校司書] 松村 宏子 [ｽｸｰﾙｻﾎﾟｰﾀｰ] 神谷 悠一・杉浦 貴子 [ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ] 佐々 汐里
[用務員] 土川 直子 [通訳者] トルクワットパトリシア

［ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ教育支援員］加藤 正直 ［ICT支援員］杉浦己喜夫

学 級 担 任 名 学 級 担 任 名 学 級 担 任 名 学 級 担 任 名
１年１組 沓名 知春 ２年１組 杉浦 千咲 ３年１組 伊藤明希良 ４年１組 有川 慎吾
１年２組 竹本 海 ２年２組 杉浦 未夢 ３年２組 兵藤 聖子 ４年２組 佐野あゆみ
１年３組 小林咲里奈 ２年３組 神谷茉里子 ３年３組 廣濵真理子 ４年３組 中川 恭佑
１年４組 間瀬 智広 ２年４組 鳥山裕美子 ３年４組 鵜飼 恭子 ４年４組 野村 尚之
合 計 １２２名 合 計 １０７名 合 計 １２４名 合 計 １１４名
学 級 担 任 名 学 級 担 任 名 学 級 担 任 名
５年１組 杉山 梢 ６年１組 杉浦沙弥香 よしのめ１組 福井 礼子 男 子 ３６０名
５年２組 吉原 大貴 ６年２組 杉浦 翔太 よしのめ２組 田島 里紗 女 子 ３８１名
５年３組 新美 有希 ６年３組 深津 諭 よしのめ３組 木下 淳子
５年４組 岩月 剛 ６年副担 柏倉美優紀 よしのめ４組 清水 充未 合 計 ７４１名
－ － － － よしのめ５組 松尾 桂一

合 計 １３０名 合 計 １１８名 合 計 ２６名
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小学校に入学、１つ上の学年に進級しました～おめでとうございます～
このお話は、４月６日の子どもたち

が下校した後、１年生の先生から聞い 式の途中でトイレに行きたくなってしまうといけない
たお話です。幼稚園では手厚い支援を ので、トイレに行くように勧め、「トイレはどこか分かり
受けていたように思いますが、小学校 ますか、自分で行けますか」と尋ねたところ、「分かりま
になったから身の周りのことは自分で す」「自分で行けます」という元気な返事が返ってきたと
やるんだという意識が芽生えつつある のことです。「１年生になったから自分で頑張りたい」と
ようです。御家庭の皆様のお声がけや いう気持ちがよく分かり、とても嬉しかった。こういっ
励ましもあるのでしょうね。ありがと た子どもたちの気持ちを大切にして大きく伸ばしてあげ
うございました。 たい。
また、３年生の男の子は自分のクラ
スを確認して、教室に向かってきました。そして、教室の入り口の前で、「失礼します」と言って
中へ入っていきました。それを見ていた同じクラスになった子も同じように言って入っていました。
すでに教室に入っている子たちへの声かけと、この教室が新しい自分の居場所というような気持ち
から出た一言なのかなと感心しながら見ておりました。
また、１年生のある保護者の方からこんな話も聞かせていただきました。この方のお子さんは、
とても緊張していて歩くときも手がげんこつになっている程だったそうです。そんな状態であった
ので校長が話した３つのことなど難しいだろうなと思いながら尋ねてくださった（ありがとうござ
います）そうですが、ちゃんと言えたそうです。あのような状態でも、ちゃんと聞いていたんです
ねと嬉しそうに話してくださいました。
４月７日、１年生にとって自分で登校する初めての日です。家を出発する子どもたちの様子は

いかがだったでしょうか。保護者の皆様と離れての登校はまだまだ不安がいっぱいだと思いますが、
励ましてあげてください。そして、帰ったら、１日頑張ったねと、「ぎゅーっ」としてあげてくだ
さい。２年生以上の子であってもそうしていただけると嬉しいです。
また、校門から入り、そこから靴箱まで向かうところで足が止まってしまう子もいましたが、そ
れに気付いた上級生の子どもたちが手を取って靴箱まで連れて行ってあげる場面を見ました。温か
い吉浜小学校です。
本日はちょっとよいお話を紹介させていただきました。

吉浜小学校だより「花咲く明日を」について
今年度より吉浜小学校だよりに、「花咲く明日を」というタイトルを付けました。多くの方がピ

ンとくるかと思いますが、吉浜小学校の校歌の一節からいただきました。このたよりには、例えば、
入学式・始業式、修学旅行などの大きな行事の様子のみならず、日々の学校の様子、子どもたちの
様子、保護者の皆様と一緒に考えたいことなどを載せていきたいと思っています。また、感想やご
意見等があればお知らせください。「花咲く明日を」は、「すぐーる」で配信させていただきたい
と思います。よろしくお願いいたします。



花咲く明日を ～ 吉浜小学校だより ～
高浜市立吉浜小学校

令和４年４月１３日 №３

当たり前のことを当たり前にやる

土、日曜日を挟み、月曜日、子どもたちは元気に登校しました。洗濯をして持ってきた上靴を

袋から取り出し、それを履いて、外靴を自分の靴箱に入れる。学校生活に慣れた２年生以上の子ど

もたちにとっては一瞬のことでしょうが、１年生の子どもたちのこの一連の動きは、時間はかかる

ものの丁寧に取り出し、履いて、外靴を大切なものを扱うように自分の下駄箱しまう様子が見られ、

感心してしまいます。

さて、「脚下照顧」という言葉が

あります。最近ではあまり聞かない

言葉ですよね。たまに禅宗のお寺の

靴箱への貼り紙で見ることがあるで

しょうか。脚下とは自分の足下。照

顧とは顧みることです。足下を顧み

ることから、自分の足下をよくみて、

反省しなさい」という意味になりま

す。転じて、「自分の身の回りの整

理整頓などをしっかりしよう。整理

整頓がしっかりできれば、今の自分

は大丈夫だ。」ということになりま

す。履き物をそろえること、身の回

りの整頓をすること、どれも当たり

前のことです。特別なことをする必要 ＜しっかりと整頓された素敵な靴箱＞

はなく、この当たり前のことを当たり前のようにやること、これこそが特別なことであると考えて

います。

この日、４年３組の教室の前を通りかかったところ、教室には誰もいませんでした。体育館で学

級写真の撮影をしていたようです。驚いたのは教室の机や椅子の様子です。みんなの椅子が机にし

っかりとしまわれており、大変気持ちのよい教室でした。そこへ子どもたちが帰ってきましたので、

「椅子が机にしまわれていてとても気持ちよかったよ」と声をかけました。

子どもたちにとっては、当たり前のことをやっているのかもしれませんが、それをしっかり認め

て褒めてあげること、私たち教職員の当たり前にしていきたいです。ご家庭ではいかがでしょうか。

子どもたちの頑張りを認め、それを伝えてあげること、ぜひよろしくお願いいたします。

待つ
１年生のお子さんを送ってくださったお父さんがみえました。お父さんは、お子さんが外靴を下

駄箱に入れ、上靴をシューズ袋から取り出し、履き終わるまでを黙って見ておられ、手を貸すこと

はしませんでした。子どもの動きの遅さに、「早くしなさい」と言ったり、代わりにやってしまっ

たりという記憶が私にはあります。反省ばかりです。このお父さんのできるまで待つという姿勢が

とってもまぶしく見えました。
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離・退任式を行いました
春は、「二つの大きな日」と書きます。この春、子どもたちにとって、大きな二つの日とはどん

な日でしょうか。うち1つを、「○年生の1年が終わり、先生や友達とさよならをした日」と答える
子もいるのではないかと思います。
本日は、令和３年度末をもって、退職・異動をされました先生方をお招きして、離・退任式を行

いました。吉浜小学校で、先生方の思いや願いを聞く最後の機会となりました。子どもたちの心に
残るひとときとなったようです。

□加藤応子 先生（校長として５年間勤務）
吉浜小学校の皆さん、こんにちは。お久しぶりです。お元気でしたか。新しい学年、クラスにド

キドキ、わくわくだったと思います。皆さんにお礼を言います。先生の卒業、全校で温かくお見送
りをしてもらいました。みんなから手紙もいただきました。一生の宝物です。ありがとうございま
した。吉浜小学校は、「花・緑・歌声」のある学校で、こんな学校で過ごすことができたこと、本
当に幸せでした。皆さん、夢をもってください。先生は歌やピアノを生かして、将来、先生になろ
うと思っていました。その夢に向かって、そんなに簡単ではなくてくじけそうになった時もありま
したが、みんなに助けてもらいながら、その夢を叶えることができました。皆さんの夢は何ですか。
岡本碧優さんが、「好きなことを続けて」と言っていましたよね。夢に向かって、失敗したって大
丈夫。みんなが助けてくれます。先生は高浜中学校に行っています。吉浜小学校の卒業生がいっぱ
いいます。吉小の素晴らしい挨拶が高浜中でも生きています。高浜中から皆さんのことを応援して
います。体に気をつけて、皆さんの活躍を期待しています。おうちの人にも応子先生がありがとう
ございましたと言っていたと伝えてください。さようならではなく、またどこかで会いましょう。

□功刀健介 先生（校務主任として２年間勤務）
吉浜小学校の皆さん、こんにちは。校務主任をしていました功刀です。高取小学校でみんなどう

してるかなって考えていました。皆さんと一緒に勉強したり、遊んだり、掃除をしたり、そのすべ
てが先生にとってよい思い出です。素敵な思い出をありがとう。皆さんなら吉浜小学校をもっとも
っとよくしていけると思っています。先生も高取小学校で頑張ります。皆さんも吉浜小学校で頑張
ってください。

□竹内雅代 先生（６年間勤務）
皆さん、こんにちは。久しぶりに吉浜小に来て、「こんにちは」という素敵な挨拶を聞き、戻っ

てきたなあと感じました。皆さんは吉浜小のどんな風景が好きですか。先生はいこいの森や桜、銀
杏などの風景が好きでした。歴史ある学校に通うことができて皆さんは幸せです。5年生の皆さん、
お元気ですか。先生も5年1組の担任になりました。翼小学校から見守っています。先生は吉浜小
学校には本当に長いことお世話になり、2回合わせて１１年勤めました。皆さんのお兄さん、お姉
さんなど、竹内先生は翼小にかわったよ、ありがとうと言ってたよと伝えてくださいね。また会い
ましょう。

□近藤恵理 先生（８年間勤務）
吉浜小学校の皆さん、こんにちは。私は港小学校で、５年生の担任になりました。吉浜小では今

の５年生、６年生の子と一緒に勉強しました。どちらの学年の子も１年生の入学式、ピカピカのラ
ンドセルにスーツを着て登校してきたことが印象に残っています。６年生の皆さんとは、音楽会で、
「ありがとうの花」を歌ったことが思い出されます。笑顔で体育館中に歌声を響かせましたね。５
年生の皆さんとは運動場にパプリカの花を咲かせました。あの小さかった皆さんが高学年としてよ
い学校を作ってくれています。できればもっと一緒にいたかったです。皆さんをいつも応援してい
ます。素敵な花をたくさん咲かせてくださいね。

□惠良美保 先生（５年間勤務）
吉浜小学校の皆さん、こんにちは。吉浜小学校には５年間お世話になりました。でも最後２年は

赤ちゃんの関係でお休みをもらいましたので、３年間通いました。６年生の皆さん、皆さんが１年
生、２年生の時に担任をしました。１年生の時は、国語のチロの勉強が思い出されます。２年生の
時はちはる先生とまち探検に出かけました。短い間だったけれど、皆さんといっぱい話ができて嬉
しかったです。先生は今、高浜中にいます。中学校は遊ぶ時間はありませんが、部活動といって体
を動かして思い切り運動するものがあります。吉浜小学校の広い運動場で思い切り走り回って遊ん
でいるみんなを見るのが好きでした。今は、がんばっている中学１年生を見ています。高浜中学校



で待っています。

□今西麻由美 先生（８年間勤務）
吉浜小の皆さん、こんにちは。先生はほとんど算数の少人数を担当していて、関わった子は少な

いけれど、皆さんと楽しく勉強することができました。吉浜小に初めて来たとき、素直で、目を見
て、姿勢よく話を聞いてくれる皆さん、「はい」としっかり返事をしてくれる皆さんを見て、感心
しました。また、友達に優しく、なかなか来ない子を、「迷ってるといけないので見に行ってくる」
と言ってくれた子もいました。これからも素直で、優しい吉浜小の子でいてくださいね。ありがと
うございました。

□河合祐輔 先生（４年間勤務）
皆さん、こんにちは。先生は４年間、お世話になりました。久しぶりに吉浜小に来て、皆さんの

元気な挨拶を聞くことができ、嬉しかったです。久しぶりに来ると、そのよさを感じます。１番は
やっぱり挨拶です。先生は今、高浜市立南中学校にいます。小学校と違うところがあって困ること
もありますが、助けてくれる仲間がいます。２年生の皆さん、頑張っていますか。また、どこかで
会いましょう。ありがとうございました。

□神谷泰史 先生（３年間勤務）
皆さん、こんにちは。高浜中学校から来ました神谷泰史です。高浜中の先生になってまだ数日し

かたっていないけど、吉浜小はとても懐かしく感じます。吉浜小での時間が温かく貴重な時間だか
らだと思います。先生は３年間、吉浜小学校でお世話になりました。去年は、今の４年生の皆さん
と過ごしました。高浜中では、吉浜小で教えた子とまた出会いました。吉浜小の時も頑張っていた
けど、吉浜小で児童会をやっていた子が自分のクラスの室長をやっています。もっと成長しました。
高浜中で待っています。どんな姿で来てくれるのか楽しみです。挑戦する姿を期待しています。笑
顔いっぱいの姿も届けてくださいね。３年間ありがとうございました。

□杉浦弘美 先生（６年間勤務、引き続き再任用として２年間勤務）
こんにちは。吉浜小学校には本当に長い間お世話になりました。みんなのおうちの人とも一緒に

勉強をした人がいっぱいいます。その時から、吉浜小の歌声が大好きでした。朝の歌、今月の歌を
みんなで歌いましたね。覚えていますか。教室から歌声が響いてくるのを聞くことが楽しみでした。
最近はコロナでなかなか歌えずにさみしいですね。でもいつか素敵な歌声が響き合う日がくるはず
です。その日を楽しみにしています。またどこかで会いましょう。

□長谷川順子 先生（６年間勤務）
皆さん、こんにちは。今日はお祝いの赤飯、お祝いのクレープでしたね。どうでしたか。給食は

誰もが話題にできることです。新しく見えた先生、友達に好きな給食を聞いたり、給食の思い出を
聞いたりして、話が弾みます。皆さんは食べることが好きですか。先生は大好きです。食べること
が大好きで、栄養教諭になりました。食べることは生きること。食べることを大切にしてください。
夢を叶えるために食べることを大切にしてください。またいつか笑顔で会いましょう。

□神谷朋恵 先生（９年間勤務）
こんにちは。私は９年という長い間、吉小に勤めていました。ちょうど今の３年生が生まれた頃

から吉小にいたことになります。でもそんなに長くいたと感じさせないくらいとても楽しい９年間
でした。３年生、５年生、２年生の子と勉強したり、運動したり、遊んだりしました。みんなとの
日々は先生にとって宝物です。今日来て、吉小の挨拶はやっぱりすばらしいなと思いました。今は
高取小で１年生の子と勉強しています。私も高取小１年生。どうしたらいいのか先生もまごまごし
ながらやっています。１年たったら吉小の２年生のみんなのように成長してるかなあと思っていま
す。吉小の近くを通って、高取小に通っています。吉小のみんなの元気な姿を見て通っています。
懐かしいなと思いながら通っています。また会える日を楽しみにしています。



花咲く明日を ～ 吉浜小学校だより ～
高浜市立吉浜小学校

令和４年４月２０日 №５

１ ２３日土曜日は授業参観です
「授業参観に来てくれたおうちの人のおしゃべりがうるさくて授業に集中できなかった」

私がまだ担任として勤務していた頃、授業参観後にクラスの子どもたちからたびたび聞いたこと

ばです。とても悲しそうに話すのです。その時は、「みんなのことが心配だから、周りのおうちの

人と気になってることや心配なことをお話されてるんじゃないかな」というようなことを話してい

ましたが、大好きなおうちの人が、自分をあまり見てくれずおしゃべりに夢中な姿を見て悲しかっ

たんだろうと思います。それにつけても、子どもはよく見ているんだなということを感じました。

授業参観が近づくと、このことを思い出します。そして、次のようなことをいつも考えています。

子どもは、「言う」ようにはなかなかなりませんが、「する」ようにはなるものです。いくら私たち教員が、正面

きって、もっともらしいことを何度言い聞かせたところで、簡単に動くものではありません。ところが、教員が何

気なく振舞うその無意識の言動、つまり、後ろ姿から、子どもは敏感にしかも巧妙に教員の言動や教員の生

き方を我がものとして身に付け、心にしみ込ませていくものだと感じています。教育の第一歩は、教壇に立っ

て正面きって行った指導よりも、むしろ日常の教員の人間そのものの姿から始まるものです。人をはぐくむも

のは人であり、人格を培うものは人格以外にありません。いつの時代にあっても、教育の究極を決するのは

人であり、「教育は人なり」といわれる所以もここにあります。

ここに記した「教員」という部分ですが、「子どもの周りの大人」と表現してもよいものだと考えています。

保護者の皆様も教員も、そして、地域の皆様もみんな含まれる「子どもの周りの大人」です。子どもたちに自

らの姿で、示せるような、語れるような大人でありたいですね。この授業参観でも、子どもたちに大人の立派

な姿をみせたいですね。

さて、令和4年度の初めての授業参観になります。子どもたちの様子をよくご覧ください。そして、頑張った

ところや、立派だったところなどをたくさん見つけ、たくさん褒めてあげてください。よろしくお願いいたします。

☆授業参観実施に係るお願い☆

・新型コロナウイルス感染症対策のため、サーモグラフィー体表温検知器の前を通っていただき、

体温を確認してください。また、あわせて手指消毒をしていただき、教室にお入りください。

・密を避けるため一家族お二人までの参観とさせていただきます。参観にあたっては可能な範囲

で間隔を空け、会話は控えてください。

・運動場を駐車場として開放いたしますが、できるだけ徒歩や自転車でご来校ください。そして、

通学路の様子を見ていただき、気をつけるところなど、ご家庭で話題にしていただけるとあり

がたいです。なお、お車でお越しの際は交番側から入ってください。お帰りの際は幼稚園側へ

出てください。一方通行でお願いいたします。

２ ２年生の校内探検～２年生の皆さんよろしくお願いします～
2年生の校内探検が始まりました。これは、1年生の子どもたちに吉浜小学校を紹介するための事前学習

だそうです。探検バックを持って、それぞれの教室などについて調べ、メモをしていました。その様子から去年

いろいろ教えてくれた今の3年生に感謝する気持ち、次は成長した自分たちが3年生がしてくれたように、1

年生に教えてあげるんだという気持ちが感じられました。ご家庭でも話題にしてあげてください。



花咲く明日を ～ 吉浜小学校だより ～

高浜市立吉浜小学校

令和４年４月２２日 №６

１ 不審者対応避難訓練を行いました
不審者の学校への侵入と言えば、２００１年６月に起こった大阪の池田小学校での事件が思い出

されます。事件の概要は以下のとおりです。この事件をきっかけに、登下校時以外は校門の門扉を

閉める、学校に「さすまた」を設置す

る、外部の侵入者や不審者への対応訓 ２００１年６月８日、大阪教育大学附属池田小学校に

練を実施するなどの安全対策が実施さ 犯人が侵入し、児童8人を殺害、児童13人と教員2人が

れるようになりました。 けがをするという事件がありました。自動車で小学校に

本校においても、校内に不審者が侵 乗り付けた犯人は、空いていた同門から学校に侵入しま

入したという想定で、避難訓練を実施 した。この際に教職員とすれ違っていましたが、教職員

しました。地震などの避難と違い、不 は保護者と思い込み、不審者とは認識できませんでした。

審者対応の避難は、不審者がどこに侵 犯人は午前10時過ぎから約10分間にわたり、児童を次

入したかにより、それを避けるような 々に襲撃し、多くの命が失われました。その後、犯人は

避難経路を選択しなければなりません 同校教諭らによって取り押さえられ、警察に引き渡され

し、子どもの避難経路を確保できるよ ました。

うに不審者に対応する職員の配置も必

要です。大変難しい対応を迫られるわけですが、私たちなりに考え、実施しました。

不審者対応に限ったことではありませんが、避難訓練ではいかに切実感をもって真剣にやるかが

大切です。今日の子どもたちの様子を見ていると、全力疾走で運動場に出たり、おしゃべりをせず、

放送や担任の先生方の指示をよく聞くなど、大変立派な姿を見ることができました。これからの避

難訓練も真剣に、本気でやるよう伝えました。ご家庭でも話題にしてみてください。

２ あたたかい教室名表示が設置されました

写真をご覧ください。これらは今年度から設置された教室名を表示するプレートの一部です。普

通教室は、クラスカラーを使って教室名が表示されています。特別室は、言葉がなくても情報を伝

えられる、情報化された視覚記号、いわゆるピクトグラムがデザインされ、あわせて文字の表記も

つけられています。驚くべきことにこれらは、木材を彫って制作されており、また、すべてペイン

トするわけでなく、木材の色を残してあるので大変温かい感じを受けます。

この素敵な作品は昨年度の６年生が吉浜小学校のために心を込めて一生懸命制作し、残してくれ

たものだそうです。現在、高浜中学校に進学した昨年度の６年生は、中学校生活にも少しずつ慣れ、

がんばっていると高浜中学校の先生から聞いています。素敵な贈り物をありがとうございました。

中学校でのさらなる活躍を期待しています。明日の授業参観時にぜひご覧ください。



花咲く明日を ～ 吉浜小学校だより ～

高浜市立吉浜小学校

令和４年４月２３日 №７

１ 教室を空けるときは

特別教室での授業の時は、自分たちの教室には誰もいません。先日配信させていただきました吉

浜小学校だより「花咲く明日を」で、「空っぽの教室の子どもたちの机の中に椅子がきちんとしま

われていて、とても気持ちがよかった」という４年３組の話を書きました。私が校内を回っている

と、今日は３年３組の教室が空いていました。その教室を見て思わず写真を撮ってしまいました。

上の写真がそうです。いかがでしょうか。「写真を撮る前にこっそり並べ直しましたか？」と言わ

れそうなほどピシッと揃っていますが、私は何もしていません。前回は、「机の中に椅子がきちん

としまわれている」という部分を取り上げましたが、今回は、それに加えて縦横きちんと机が揃え

られています。大変衝撃的でした。子どもたちは、他教室での活動を終えてこの教室に帰ってきて

どうだったでしょうか。きっと次の時間を気持ちよくスタートできたのではないかと思います。

また、３年３組の男の子が、「こうすること（机、椅子の整理整頓をすること）が普通だから」

と話してくれました。当初は、「褒めてもらえるからやっている」という気持ちが強かったのでは

ないかと思いますが、「当たり前のことだからやっています」という言葉を聞き、また驚きました。

毎日、吉浜小学校の子どもたちの素敵な姿が見られ、嬉しく思っています。

２ 児童会スローガン決定
児童会の子どもたちが児童会スローガンを決

めてくれました。「ありがとうで ハッピーあ

ふれる 吉浜小学校」です。このスローガンに

ついて、児童会長の中川真志くんは次のように

話しています。

「お互いに助け合う。そして、ありがとうと

言ってどっちもハッピーになる。これがそこら

中で繰り返されてハッピーがいっぱい、ハッピ

ーがあふれる吉浜小学校にしたい。そんな願い

を込めて、児童会のみんなでキーワードを考え

て、つなげて作りました。」

素敵なスローガンができました。子どもたちはもちろん、保護者の皆様、教職員も一緒になって

ハッピーいっぱい、ハッピーあふれる吉浜小学校にしていきたいです。



花咲く明日を ～ 吉浜小学校だより ～

高浜市立吉浜小学校

令和４年４月２８日 №８

１ にこにこ小学校たんけんたい

火曜日、水曜日の２日間で、２年生の子どもたちと１年生の子どもたちが４、５人のグループを

組んで、「にこにこ小学校たんけんたい」を結成し、学校探検に出かけました。２年生の子どもた

ちはこの日のために、校内を回り、事前の調べ学習を行ってきました。また、月曜日には1年生を

案内する道順を実際に回って確認していました。自信をもって1年生を案内できる準備は整ってい

ました。

まずは2年生から1年生に、「アサガオの種」と「学校探検の地図」をプレゼントし、その後、グ

ループごとに学校探検に出かけました。探検する教室等は2年生の子たちが描いた表示がつけられ

ていました。校長室では、2年生の子の「失礼します」という挨拶を聞いて、1年生の子もまねし

て中へ入ってきました。「吉浜小学校は１４９歳なんだよ」という説明に、驚く1年生の姿があり

ました。また、「あの写真の人は誰ですか？」「昔の校長先生だよ」など、1年生の子も積極的に質

問し、それに答える2年生の姿も見られました。貴重な体験ができたのではないかと思います。学

校探検のこと（どんなところがあった？ なんて説明してあげたの？ 1年生（2年生と）と探検

してどうだったなど）を、お子さんにぜひ聞いてあげてくださいね。



花咲く明日を ～ 吉浜小学校だより ～
高浜市立吉浜小学校
令和４年４月28日 №９

１ 児童会役員、委員会委員長、学級委員が決まりました
児童会役員に続いて、委員会委員長、各学級の学級委員も決まりましたので紹介します。それぞ

れの立場のリーダーとして、みんなをまとめ、それぞれの場面で主体的な活動を展開してほしいと
思っています。

児童会役員 ６の２ 中川 真志（会長）

６の１ 高橋 莉子 ６の２ 矢野 美桜 ６の３ 坪井 結樹

６の３ 早川 太偲 ５の１ 鈴木 櫂 ５の２ 長坂 晴

５の２ 浅井 美穂 ５の４ 濵島 怜

委 員 長 福祉：６の３ 佐伯 雫 図書：６の３ 三瀬 綾音 放送：６の2 石山 莉世

園芸：６の２ 平 陽桜里 美化：６の３ 野々山琴美 保健：６の３ 安江 恵菜

体育：６の３ 足立 晃大 給食：６の２ 高橋 宗佑 生活：６の１ 石﨑 陽和

掲示：６の２ 中野 美和

学 級 委 員 ４の１ 杉浦 逞十 廣瀬 詩織 ４の２ 畑 龍志郎 浅田 爽良

４の３ 奥村 俊輔 近藤 早穂 ４の４ 藏元慎之介 石原 菜子

５の１ 内藤 大希 古橋 結菜 ５の２ 松田舟一朗 篠原 梨乃

５の３ 三浦 永仁 南條 奏音 ５の４ 杉浦 朔 加藤 凜乃

６の１ 森本 聖我 西東 梨緒 ６の２ 堀 大輝 北川 新菜

６の３ 善利 珀斗 徳永帆乃果

２ ゴールデンウイークが始まります
子どもたちも楽しみにしていたゴールデンウイークが始まります。4月の授業参観の代休日を5

月2日（月）としましたので、吉浜小学校の子どもたちは明日から7連休となります。「昭和の日（4
月29日）、憲法記念日（5月3日）、みどりの日（5月4日）、こどもの日（5月5日）」の祝日が含ま
れます。ちなみにこれらの祝日ですが、「国民の祝日に関する法律」では次のように定められてい
ます。

☆昭 和 の 日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧みて、国の将来に思いをい
たす。

☆憲法記念日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
☆みどりの日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心を育む。
☆こどもの日 子どもの人格を重んじ、子どもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

中でも、子どもの成長を祝う日として広く認知されている「こどもの日」が、法律上では、「母
に感謝する日」と定められていること、大変興味深く感じます。それぞれの祝日について、親子で
話してみるのもよいと思います。
4月新学期がスタートし、子どもたちは、新しい学年・学級、先生や友達との生活が始まり、緊

張感のある日々が続いたのではないでしょうか。このゴールデンウイークで体と心を休めるととも
に、しっかりと英気を養い、5月6日（校外学習です）には元気に登校してほしいと思っています。
よいゴールデンウイークをお過ごしください。



花咲く明日を ～ 吉浜小学校だより ～
高浜市立吉浜小学校
令和４年５月６日 №１０

１ 感 謝
令和３年度吉浜小学校ＰＴＡ会長の伊藤宗さんに、高浜

市教育委員会から感謝状が届きました。４月２７日、吉浜
小学校にて私から授与させていただきました。私が伊藤さ
んを知ったのは、吉浜小学校の職員になる前、一保護者と
して、昨年度５月に発行されたＰＴＡ新聞を目にした時で
した。その時の伊藤さんの記事に、「ＰＴＡの本来の目的
は、子どもたちのよりよい成長の場を作り上げ、健全に育
成することにある。」とありました。保護者と教員が連携
して、「子どもたちのために」活動していくこと、忘れて
はならないことだと思っています。コロナ禍で例年のよう

な活動ができなかったり、新たな取り組みや方法を模索するなど、大変な１年であったと思います。
本当にありがとうございました。また、役員の皆様、理事の皆様、評議員の皆様にもこの場を借り
まして感謝申し上げます。ありがとうございました。

２ 子どもが育つ魔法のことば

けなされて育つと、子どもは、人をけなすようになる
とげとげした家庭で育つと、子どもは乱暴になる
不安な気持ちで育てると、子どもは不安になる
「かわいそうな子だ」と言って育てると、子どもは、みじめな気持ちになる
子どもを馬鹿にすると、引っ込みじあんな子になる
親が他人を羨んでばかりいると、子どもも人を羨むようになる

うらや

叱りつけてばかりいると、子どもは「自分は悪い子なんだ」と思ってしまう
励ましてあげれば、子どもは自信を持つようになる
広い心で接すれば、キレる子にはならない
褒めてあげれば、子どもは明るい子に育つ
愛してあげれば、子どもは、人を愛することを学ぶ
認めてあげれば、子どもは、自分が好きになる
見つめてあげれば、子どもは、頑張り屋になる
分かち合うことを教えれば、子どもは、思いやりを学ぶ
親が正直であれば、子どもは、正直であることの大切さを知る
子どもに公平であれば、子どもは、正義感のある子に育つ
やさしく、思いやりを持って育てれば、子どもは、やさしい子に育つ
守ってあげれば、子どもは、強い子に育つ
和気あいあいとした家庭で育てば、子どもは、この世の中はいいところだと思えるようになる

ドロシー・ロー・ノルト レイチャル・ハリス著 石井千春訳（ＰＨＰ研究所刊）

「家庭、親」を「教室・学級、教員」などに置き換えて子どもたちと向き合ってきました。家庭に
おける子育て、学校における教育活動に大変参考になるのではないかと思っています。



花咲く明日を ～ 吉浜小学校だより ～
高浜市立吉浜小学校
令和４年５月１０日 №１１

１ 人形小路・花まつり２０２２

＜白象を曳く子どもたち＞ ＜大村愛知県知事と＞

「人形小路・花まつり２０２２」が開催されました。人形小路は愛知県無形文化財「吉浜細工人
形」と名所等を訪ね歩く散歩道です。住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられる「在
宅・長寿の我がまちづくり」の実現を目指して、地元と行政の協働により整備されました。今回、
お釈迦様の誕生を祝い、子どもたちが白象を曳いて人形小路を進む白象のパレードが２年ぶりに行
われました。コロナ禍であり、参加者数には制限がありましたが、暑いくらいの天候の中、吉浜小
学校の子どもたちは額に汗して白象を曳いていました。また、スタンプラリーに参加する子どもた
ちや、「どうする家康」や「藤井聡太とひふみん」の細工人形を見学する子どもたちの姿もありま
した。
本校では、伝統文化が盛んな吉浜地区の「ひと・もの・こ

と」とふれ合い、知識や技能を学んだり、自分の思いや考え
を表現したり、周りを思いやったり、周りに感謝したりする
体験を通して、自分やふるさとに誇りを抱けるような子ども
を育てようと考えています。生活科のまち探検、菊の一人一
鉢栽培や菊人形作り、防犯・防災などを中心にして、地域に
学ぶ活動を展開していきます。

＜白象→＞



花咲く明日を ～ 吉浜小学校だより ～
高浜市立吉浜小学校
令和４年５月１２日 №１２

１ 「聞く」と「聴く」
連休明け５月９日（月）、全校集会を行いました。私からは、「聞く」と「聴く」についての話

をしました。吉浜小学校の子どもたちには、「聞く」よりも、「聴く」ことができる子になってく
ださいとお願いをしました。
「聞く」の漢字は、門がまえに「耳」と書きます。話を耳でしっかりときくということです。一
方、「聴く」の漢字には、「聞く」と同様に、「耳」がありますが、加えて、そのままの向きで見れ
ば漢字になっていませんが、縦向きにしてみると、「目」という漢字があります。そして、さらに、
「心」と言う漢字があります。「目」できくとはどういうことでしょうか。話す人をしっかりと見
てきくということです。では、「心」できくとはどういうことでしょうか。相手の話をよくきいて
言いたいことを理解していこうという態度をとったり、話す人が話しやすいように雰囲気を作って
あげたりしてきくといったことだと思います。
さて、「聴く」から、「耳、目、心」をとってみると、「十」が残っています。これは、漢字では

なく、足し算の記号とみて、「耳と目と心を合わせて（足して）聴く」としました。
今回の全校集会では以上のような話をさせていただきました。「話し上手は聞き上手」というこ

とわざがあります。きちんと話が聴ける人は、話すのもやはり上手です。ご家庭でも話題にしてみ
てください。

２ 読み聞かせスタート！

吉浜小学校では、図書ボランティア「話・輪・和の会」の皆さんに読み聞かせをしていただいて
おります。ありがとうございます。令和４年度もこの読み聞かせが５年生から始まりました。ボラ
ンティアの皆さんが対象学年に合わせて選んでくださった本を読み聞かせてくださるのですが、写
真のように電子黒板に大きく映して読み聞かせてくださることもあります。子どもたちは興味深そ
うに、集中して聞いていました。
さて、子どもたちは読書が好きでしょうか。読書を楽しいと感じるでしょうか。読書よりもスポ
ーツなど、体を動かすことの方が楽しいという子もいるでしょう。ゲームが楽しいという子もいる
でしょう。いろいろなことが楽しめることは素敵なことです。その一つとして読書の楽しみを知っ
てもらいたいと思っています。
近年、子どもの活字離れ、本離れが進んでいるという話を聞くことがあります。かつては、読ん
だ本の内容を教えてくれる子もいましたし、主人公や登場人物の生き方に影響をうけたという子ど
もたちもいました。ご家庭でも機会があれば、ご家族の方の好きな本や、子どもの頃夢中になって
読んだ本などについて、お子さんと語り合ったり、読み聞かせをしたりしていただけると嬉しく思
います。



花咲く明日を ～ 吉浜小学校だより ～
高浜市立吉浜小学校
令和４年５月１７日 №１３

１年生のアサガオが芽を出しました
１年生の子どもたちがそれぞれの植木鉢にアサガオの種をまきま

した。土、日曜日をはさんで登校した１６日月曜日。アサガオの芽
が顔を出していました。１年生の子どもたちは、芽が出てきたこと
をとっても喜び、自慢げに見せてくれました。「紫色の花が咲いて
ほしい」「私はピンク」など、楽しそうに話していました。また、「大
きく育ってね」など、やさしく声かけをしながら水をあげる姿、し
ゃがんでやさしく水をかけてあげる姿がみられました。また、「ア
サちゃん」と名前をつけたと話してくれる子もいました。アサガオ
の成長を楽しみにしている子どもたちです。
さて、アサガオは中国原産で、日本に入ってきたのは奈良時代で

はないかと言われています。当時の万葉集に、「朝顔は 朝露負ひ
て 咲くといへど 夕影にこそ 咲きまさりけり」という和歌があ
ります。「アサガオは朝露を浴びて花を咲かせているが、夕方の薄
暗い光の中で咲いている姿こそ輝いて見える」といった意味でしょうか。でも、夕方にはアサガオ
の花はもうしぼんでしまっているはずで、この和歌は何か変です。よくよく調べてみますと、当時、
朝咲く花をすべてアサガオと呼んでいたようで、この和歌にあるアサガオはキキョウではないかと
言われているそうです。現在のアサガオを、アサガオと呼ぶようになったのは平安時代からのよう
です。
このアサガオですが、朝に咲くので、太陽の光が関係していると思いきや、日没後の時間が関係
しているそうです。日没後、おおよそ１０時間後に開花するそうです。例えば、７月と９月の日没
時刻は１時間程度違います。日の出の時刻も１時間程度違います。よって、７月は日の出後、明る
くなってからの開花となりますし、９月はまだ日が昇る前から開花するということになります。以
前、夏休みの自由研究でこのことを調べ、教えてくれた子がいました。

身近なところにも、いろいろ
な秘密や調べてみたいと思える
ようなことがあるものです。子
どもたちにとって、興味のある
こともあれば、そうではないこ
ともあるでしょう。興味や関心
を抱くものがあれば、それに対
して、子どもたちなりに観察し

たり、調べたりというような経験をしてほしいと思いますし、そんな経験をサポートしてあげたい
ですね。



花咲く明日を ～ 吉浜小学校だより ～
高浜市立吉浜小学校
令和４年５月２２日 №１４

１ ３年生の福祉実践教室
３年生では、１、２年生の時に学習していた生活科にかわり、社会科と理科の学習が始まり、ま

た、新たに総合的な学習の時間、外国語活動の学習が始まっています。総合的な学習の時間は、「横
断的・総合的な学習や探究的な学習をとおして、子どもたちが自ら課題を見付け、自ら学び、自ら
考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する資質や能力を育成するとともに、学び方やものの
考え方を身に付け問題の解決や探究的な学習に主体的、創造的、協同的に取り組む態度を育て、自
己の生き方を考えることができるようにすること」を目標とする学習です。学習の内容は、この目
標を実現するため、吉浜小学校の３年生では、「福祉」を取り上げることとしています。
１８日（水）に、高浜市社会福祉協議会の野田さんをお招きし、「福祉に関するオリエンテーシ

ョン」という位置づけで、福祉実践教室を開催しました。「福祉」という言葉は聞いたことがある
ものの意味はよくわからないといった子が多かったように思いますが、「普段の暮らしを幸せにす
ること」、つまり、「相手の普段の暮らしの幸せを思いやり、活動すること」だと理解していきま
した。野田さんのお話を聞くのは初めてでしたが、子どもたちは積極的に挙手し、自分の考えを話
していました。今後の学習が楽しみです。野田さんからは、「『福祉』についておうちの方と話し
てみてください。」とのお話もありました。ご家庭でも話題にしてみてください。

今後は、ゲストティーチャーの方にも来ていただき、お話を聞きながら学習を進めていくことに
なっています。また、３年生同様に４～６年生の総合的な学習の時間についてもそれぞれの学習課
題のもと学習を進めています。



花咲く明日を ～ 吉浜小学校だより ～
高浜市立吉浜小学校
令和４年５月２２日 №１５

１ 緑の募金
本日５月２０日（金）、園芸委員会の子どもたちが朝、各学年の昇降口前に立ち、「緑の募金」

募金活動を行いました。
森林は、きれいな空気や水を生み出し、また、地球温暖化を防止するなど、わたしたちの豊かな

生活を支え、多くの恵みを与えてくれます。しかし、いま国内では、森林の手入れ不足等によって
本来のはたらきを発揮できていない森林があるのも事実です。身近な地域や国内はもちろん、国外
の森林づくりに、そして、森林に携わる人づくりなどの活動を活性化させるために「緑の募金」が
始まりました。１９５０年から始まった募金活動は、当初、「緑の羽根募金」と呼ばれていました。
共同募金の赤い羽根募金にならって考案されたようです。現在は、「緑の募金」ですが、緑の羽根
は今もこの活動のシンボルになっており、寄付済の証として、現在も使用されています。この羽根
の留め具は、私が子どもの頃は縫い針のようなまっすぐな針がついていました。考えてみると危険
ですが、今は両面テープですので安心です。
子どもたちは、募金箱にお金を入れ、緑の羽根を受け取っていました。園芸委員会の子どもたち

の「おはようございます」「ありがとうございました」の声、募金をしてくれる子どもたちの「お
はようございます」、「お願いします」の声が大変印象的でした。こういった言葉が自然に出る雰
囲気、とても素敵です。この活動は、５月２３日（月）にも行います。ご協力をお願いいたします。

２ 全校草取りを行いました
１７日（火）全校草取りを行いました。草や土は触りたくない、手が汚れる…思うところはあ

るのかなと思いますが、子どもたちは頑張って
草取りをしてくれました。上級生が頑張ってい 全校草取りで、草をたくさんとっていて、吉浜小学校
る姿、教員も一緒になって草を抜く姿が子ども がとてもきれいになりました。ありがとうございます。
たちに大きな影響を与えていたと思います。以 また、低学年の子も一生懸命に草を取ってくれ、草を
前にも書かせていただきましたが、保護者の皆 一輪車に乗せるときに、「お願いします」と言ってくれ
様も教員も、後ろ姿で子どもを導く、そんな大 てありがとうございます。とてもうれしかったです。次
人でありたいです。そんな吉浜小学校にしてい の全校草取りもよろしくお願いします。
きたいです。 ６年３組 美化委員長 野々山琴美
全校草取りでは、美化委員の子どもたちが、 同副委員長 田岡 一葉

みんなが頑張って取った草を、一生懸命袋に詰
めてくれました。低学年の子どもたちは自分で 【美化委員会より】
袋に入れようとするのですが、委員会の子どもたちが、「いいよいいよ。やるからね。」「ありがと
う。」と言って笑顔で仕事をしていました。草がなくなって気持ちがよい、子どもたちの頑張って
いる姿、温かいやりとりが見られて気持ちがよい、そんな気持ちになれた草取りになりました。
また、右に載せたとおり全校の子どもたちに向けて、美化委員委員会からお礼のメッセージが出

されました。決められた活動に取り組むだけでなく、自分たちで考え、よいと思うことを進んでや
ってみる、そんなところにも感心しました。



花咲く明日を ～ 吉浜小学校だより ～
高浜市立吉浜小学校
令和４年５月３０日 №１６

あじさいの花が咲いています
学校の北門から入ったところにあじさいの花が咲いています。平成１７年度の吉浜小学校の卒業

生の皆様から贈られた卒業記念品です。今から１７年前のことですが毎年、立派な花を咲かせてい
ます。この時の卒業生の方で、現在、お子さんが吉浜小学校に通っているという方がみえるかもし
れませんね。
北門に立っていると、「きれいな色だね」「この花の名前を知ってますか」「（なんて言うの？）

あじさいだよ」と話したり、教えてくれたりします。この日も、数名の子が足を止めてあじさいの
花を見て話していました。植物や樹木などの自然にも目を向けている子どもたちです。

＜平成１７年度卒業生より＞ ＜青色の花が多いです＞ ＜紫色の花も見られます＞

さて、吉浜小学校に咲くあじさいの花は写真のように青色です。あじさいは漢字で、「紫陽花」
と書きますが紫色のものがあったり、赤色のものもあります。吉浜小学校のあじさいにも紫色や赤
紫色っぽいものもあります。これらの色のベースになるのは「アントシアニン」という色素です。
アントシアニンは赤色ですが、土壌から溶け出してきたアルミニウムと反応すると、青色に変化し
ます。よって、アルミニウムをたくさん吸収したアジサイは青色、しなかったものは赤色、その中
間が紫色になるのだそうです。そして、アルミニウムが溶け出す量は、水によって決まるそうで、
酸性だとよく溶けて、中性やアルカリ性だとあまり溶けないそうです。したがって、土が吸収した
水が酸性ならば青色、中性ならば紫色、アルカリ性ならば赤色になります。また、赤紫に近いあじ
さいはもう年を取ってしまったもので、白のアジサイはもともとアントシアニンを持っていないた
め色が変化しないあじさいだそうです。日本の街中でよく見かけるあじさいは青や紫が多いと思い
ますが、火山の多い日本には酸性の土壌が多いことが原因と言われています。吉浜小学校の青いあ
じさいに、赤い色のあじさいも加えたいものですが、工夫をすれば赤い花のあじさいを咲かすこと
もできるのではないかと思いました。アイデアがありましたら教えてくださいね。

＜写真①赤で囲んだ部分が「がく」＞ ＜写真②黄色で囲んだ部分が「花」＞

今日は、あじさいの花の色について話題にしてみました。では、子どもたちにあじさいの花って
どれですかときくと多くの子が写真①の赤で囲んだ部分だと言うのではないでしょうか。実はこの
部分は、「がく」と呼ばれる部分で、本当の花は写真の黄色で囲んだ部分なのです。ご家庭でも話
題にしてみてください。



花咲く明日を ～ 吉浜小学校だより ～
高浜市立吉浜小学校
令和４年５月３１日 №１７

高浜の干潟の生きものをしらべよう！
５月２９日（日）、渡し場かもめ会さんの主催で、「高浜の干潟の生きもの調査」が実施されま

した。渡し場かもめ会さんは、高浜市で、「環境の浄化・地域文化の継承・福祉への貢献」をテー
マに活動を展開するボランティア団体です。この調査は、子どもたちに干潟の生きものや環境につ
いて学んでもらい、郷土の自然とその保全の大切さについて考えてもらうために毎年開催されてき
ました。

当日は天候にも恵まれ、暑いくらいの気候となりました。子どもたちと保護者の方、合わせて２
００名以上の参加がありました。子どもたちはバケツやスコップなど、思い思いの道具を手にして、
石の下や砂の中に潜っているカニや貝、エビや小魚などを探していました。ただ、泥に足を取られ
動けなくなったり、転んでしまったりと、地上ほどスムーズに動けない中での調査となりましたが、
とても楽しそうでした。調査の後には三河港湾事務所の方が、名前のわからない生きものなどにつ
いて教えてくださいました。
私が小学生の頃は、学校から帰ると、毎日のように友達とこのあたりの海へ出かけ、生きものを

捕ったり、釣りをしたり、空き瓶を集めたりしていました。子どもたちの楽しそうな様子を見て、
懐かしい記憶がよみがえりました。（ちなみに空き瓶を集めていたのは清掃のためではなく、酒屋
さんなどに持って行って換金するためだったというのは大きな声では言えない恥ずかしい思い出で
す。）
今回の調査で、子どもたちは、私が子どもの頃には目にすることのできなかった生きものを捕ま

えていました。シャコやクルマエビ、変わった形のカニなど、いるとは思わなかった生きものがい
ることがわかりました。「この自然は未来の子どもたちへの贈り物」そうなるよう大切にしていき
たいと思いました。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年６月１日 №１８

体力テストを行っています

体力テストは昭和40年から体力・運動能力を調査するために用いられてきました。昭和36年に
制定された「スポーツ振興法」により、スポーツの発展と国民の体力の向上をねらいとするスポー
ツテストが作られ、体育・スポーツ活動の指導の場で広く活用されるようになりました。
令和４年度の体力テストが本校でも始まりました。以下の日程で実施しました。（まだすべての

種目を終えたわけではありません）２６日の天気は曇りで気温もさほど上がりませんでしたが、２
４日、２５日は暑い中での実施となりました。まだ暑さに体が慣れていない時期でしたが、子ども
たちは元気よく取り組むことができました。

学 年 月 日 時 間 種 目
６ 年 ５月２６日(木) １・２時間目 ５０m走、立ち幅跳び、ソフトボール投げ、

（途中雨天により延期） 長座体前屈、反復横跳び、握力、
上体起こし、２０mシャトルラン

５ 年 ５月２６日(木) ３・４時間目 同 上
４ 年 ５月２５日(水) １・２時間目 ５０m走、立ち幅跳び、ソフトボール投げ、

長座体前屈、反復横跳び
３ 年 ５月２５日(水) ３・４時間目 ５０m走、立ち幅跳び、ソフトボール投げ
２ 年 ５月２４日(火) ３・４時間目 同 上
１ 年 5月２４日(火) １・２時間目 同 上

「前より速く走れた」「たくさん投げることができた」など、力がついたということを話してく
れる子がたくさんいました。ここに載せた写真は上が低学年、下が高学年のものです。写真からも
高学年の子どもたちの速く、力強い様子がよく伝わってきます。小学校生活６年間で、身体も運動
能力も飛躍的に高まっていくことがよく分かりますよね。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年６月６日 №１９

掲示用黒板、６月バージョンになりました
６月に入りました。職員室前の掲示用黒板に、その月にあったイラストが描かれています。掲示委員会の

子どもたちが数日かけて一生懸命描いてくれています。学校へのお客さんは玄関を通り、階段を上っていた
だくのですが、この階段を上ったところに掲示用黒板がありますので、お客さんの目にとまるようです。「これ
は誰が描いているんですか。」「子どもが描いているんですね。すごいですね。」など、声をかけていただくこ
とがあります。その月の間、吉浜小学校だより「花咲く明日を」にも、この絵の写真を載せています。上のタイ
トル横の写真になります。しかし、とても小さくて見にくかったので、６月からは少しだけですが大きくして載せ
ることにしました。
今月は梅雨の季節にぴったりなあじさいやカエル、 レインコートを着て傘をさす女の子の絵になります。

手をチョークだらけにして完成させてくれました。黒板に絵を描くためにタブレット上で下絵を描き、それを見
て描いていました。短時間で完成させることは難しく、長い放課ごとに集合して描いてくれましたが、通路を
通る下級生たちが足を止めて、その様子を見ている場面を何度か目にしました。「掲示委員会に入って私も
描きたい。」と話してくれる子もいました。

今回、描
いてくれた
のは ６年 １
組の掲示委
員会のみな
さんです。あ
りがとうござ
いました。
雨の多い

じめじめとし
た時期にな
りますが、こ
の絵を見て
ほっ とする
瞬間があり
そうです。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年６月８日 №２０

１ ６月全校集会
先日の６月全校集会で、「見る」ということについて話しました。「意識して、注意深く見る」と、「自然に目

に入ってくる」の２種類があると考えています。「自然に目に入ってくる」見方では、細部は記憶に残らず、見
ているはずだけどわからない、そんなことを実感してもらうため、学区にもたくさんあるコンビニ「セブンイレブ
ン」のマークの色を問うてみました。リモート中継ですので、子どもたちの反応はわかりませんが、おそらく迷
ったのではないかと思っています。普段からよく目にしていて、ひょっとしたらよく利用している子もいるかもし
れませんが、意外とわからないものです。まとめとして、教科書や資料を見る、理科や生活科で、植物や生き
ものの観察をする、図工で作品の鑑賞をする、そのような「見る」は、意識して、注意深く、しっかり見るように
とお願いをしました。ちなみに、このマークには色以外で誤り（正解は下に）があります。気づかなかった子が
多かったように思いますが、ご家族の皆様はいかがでしょうか。

さて、私がこの紙面で一番お話ししたかったのはここからです。３年生の子が私のところに来てこう話すの
です。「全校集会で校長先生が話した『みる』はどんな漢字ですか。」というのです。５月の全校集会で、「聞
く」よりも「聴く」を心がけてほしいことを話しましたので、「みる」は、ただの「見る」ではないはずだ、どんな
漢字だろうと考えたそうです。しかし、私はそこまで考えておりませんでした（すみません）ので、そのことを伝
え、漢字は普通の「見る」でいいよと伝えたのですが、その子はしばらくしてからまた私のところにやってきま
した。「みる」は、「観る」でどうでしょうかというのです。タブレットで調べたようです。私が全校集会で、「理
科の観察」という言葉を出しましたので、観察のように「観る」のがよいのではと考えたようです。
どうでしょうか。この３年生の子は、前回の話と関連させて、「みる」はどんな漢字だろうかと考えながら聴

きました。これこそが、目と耳と心で聴くということです。そして、考えたことを表現できることにも感心しまし
た。このことは７月の全校集会でも話したいと思います。

２ 梅雨の季節に入ります
６月に入り、雨の降る日が増えつつあります。いよいよ梅

雨入りしていくのだなと思っています。雨の日に気になること
の１つに傘があります。風にあおられて傘が壊れたり、服が
濡れてしまったりしながら登校する子を見かけます。一部分
が透明になっていて配慮されている傘もありますが、視界が
狭くなる傘もあり心配です。しかし、子どもたちは気をつけて
登下校しています。
さて、そんな傘ですが、この写真を見てください。ほぼほぼ

束ねて立てられているのですが、一部そうでないものもあり
ます。「傘は束ねて傘立てに立てましょう。」と呼びかけてい
るだけではなかなか直りません。特に低学年の子どもたち
は、現場を「観て」、「どうするとよいのか」「なぜ傘を束ねて
立てなければならないのか」を考えることが大切です。学校では、「どうしたらよいのか」「なぜそうするのか」
「そうするとどんなよいことがあるのか」など、考えてもらいながら、生活の指導するよう心がけていきます。

＜セブンイレブンの色は写真２、ELEVENの Nは小文字のｎ＞



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年６月１０日 №２１

全校集会②
６月の全校集会で、学校司書さんにブックトーク、絵本の読み聞かせを行っていただきました。学校司書と

は、「学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層
の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員」のことで、令和３年度までは、市内で高浜
小、高浜中の２校に配置がありましたが、令和４年度から吉浜小学校にも配置されました。吉浜小学校の学
校司書は松村宏子さんです。全校集会では、吉浜地区で細工人形づくりが盛んな理由を、紙芝居を交えな
がら話していただきました。コロナ対策によりリモートでの実施です。紙芝居の内容は、写真を全て載せます
ので、お子さんに聴いてみてください。

【学校司書 松村さんより】
吉浜小学校がある、吉浜学区は人形の町として知られています。毎年春と秋に人形のお祭りがあり、春に

行われる花まつり『花の塔』では、屋敷町にある柳池院や宝満寺に細工人形をお供えしています。細工人形
とは木の実や貝殻などの自然の材料を使って作った人形の事で、吉浜に360年以上前から伝わっていま
す。皆さんは、なぜお寺に人形をお供えするようになったのか知っていますか？ その理由ではないかと言わ
れている昔話が、この吉浜に残っています。それが紙芝居で紹介した『人形の目』です。吉浜小学校でも毎
年４年生が細工人形作りを行っていますね。昔話とは人々の口から口へ言い伝えられてきたお話の事を言い
ます。360年前の昔話を皆さんも伝えていると言えますね。昔話といえば、桃太郎や一寸法師などが有名で
すが、私たちが住んでいるところにもいろいろな昔話が残っているのですね。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年６月１４日 №２２

３年生福祉実践教室
目の不自由な藤浦さんをお招きして、福祉実践教室を行いました。藤浦さんはご病気で２５歳から３０歳

にかけて左右の視力を失ってしまったそうです。一時は生きる希望も失ってしまったそうですが、当時、お子さ
んがおり、お子さんのためにも、また、自分のためにも生きなければならないと考え、頑張ってきたそうです。

本日は、アイマスク体験をしたり、藤浦さんのリンゴの皮むきを見せてもらったり、藤浦さんがやっているサ
ウンドテーブルテニスを体験させてもらったりしました。
アイマスク体験では、子どもたちは慎重に一歩一歩を探るように踏み出し、恐る恐る進んでいました。視力

がないということはどんなことなのか実感することができたようです。
リンゴの皮むきでは目が見えていてもなかなか難しそうなくらい細く長く皮をむき、これには子どもたちも

びっくりでした。「（目は見えるけど）僕にはできないよ。」といった声が聞こえていました。私もできません…。
サウンドテーブルテニスは、音の出るボールを用いて、耳だけを頼りにプレーするのですが、なかなかラリ

ーになりません。見えているかのように打ち返す藤村さんにみんな驚いていました。教育実習生の岩月先生
も藤浦さんと対戦しましたが、ラリーを続けることはできませんでした。
最後に藤浦さんから、電車のホームから落ちそうになった経験を聞き、白杖を持った方がいたら声をかけ

てほしいとのお願いがあり、お手伝いの声のかけ方も教えていただきました。子どもたちにとって貴重な1日
になったようです。こうして小さい頃から学んでいる子どもたちが、障がいのある方もない方も、誰もが幸せ
に暮らせる世の中をつくってくれるのではないかと思っています。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年６月１７日 №２３

１ 鬼あかりの制作
鬼みちまつりに展示する「鬼あかり」の制作に6年生が取り組みました。市内の鬼師さんに来ていただき、

教えていただきながら制作しました。子どもたちは楽しそうに制作していました。時間がたつにつれ粘土の乾
燥が進み、ヒビが入っていきますので時間との闘いでしたが、皆、時間内に制作を終えることができました。
今後は学校内でしばらく乾燥させ、その後、鬼師さんの協力を得て焼成に入っていく予定です。６年生の子
どもたちの作品は、釉薬を使用せずに焼成し、「いぶし瓦」と同じ銀色に仕上がっていきます。乾燥に伴い、
若干小さくなり、また、厚さが均一でない部分にひずみが出たりすることもあり、制作を終えた段階とはまた
違った「表情」を見せてくれるのではないかと思います。この作品は、１０月１５日（土）に予定されている「鬼
みちまつり」に展示される予定です。

２ ちょっといい話
先日、保護者の方から学校に連絡をいただきました。内容は、水曜日の下校時に、自転車通学の中学生

女子が転倒したそうです。その近くにいた本校の高学年男子数名が駆け寄り、自転車を起こすなどして助け
てあげている、そんな場面を見られたとのことでした。教えてくださり、ありがとうございました。そして、行動を
起こしてくれた本校の高学年男子の皆さん、ありがとうございました。学校や年齢、性別などに関係なく、こ
のような行動ができたこと、素晴らしいです。
このお話は各学級でも紹介してもらいました。素敵な吉浜っ子が育っていること、大変嬉しく思ってます。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年６月２１日 №２４

１ 子育ての３Ｋ
皆さんは、「子育ての３Ｋ」という言葉を聞いたことがありますか。心理士の高木紀子さんがおっし

ゃられている言葉です。今回はこのことについて紹介させていただきたいと思います。「子育ての３Ｋ」
とは右の表の３つになります。
まず一つ目が、「きめつけない」ということです。事が起こり、「またや 子育ての３Ｋ
ったか」「うちのが悪いに決まっている」などと話半分で、いや聞くまで ①きめつけない
もなく説教に入ってしまうことが恥ずかしながら私にはありました。学校 ②比べない
ではそのようなことはないのですが、家ではなぜかそうしてしまう経験が ③悔やまない
ありました。結果、子どもはイライラを募らせ、反抗的になってしまい
ます。やはり、何気ない日常の会話も含め、子どもの話をしっかりと聴いてあげることが大切です。
そして、一呼吸置いて冷静に判断することが必要だと思っています。
二つ目が、「比べない」です。うちの子は皆と同じように生活できているのだろうか、同じよう

に学習ができているだろうかなど、周りの子と比べがちになるものです。「○○さんは～してるよ」
など、人と比べられると、子どもはいじけてしまいます。ただ、私は、ぜひ「比べて」やってほし
いと思うことがあります。それは、「過去の自分と比べて」です。人によって成長のスピードは違
いますが、日々、着実に成長しています。そんな過去の自分と比べて褒めてあげる。認めてあげる。
こうすることで、子どもたちの自己肯定感が育まれていくはずです。
三つ目は、「悔やまない」です。悔やむことは過去のことを引きずり続けることです。過去は変

えることはできませんが、未来は変えていくことはできるはずです。終わったことを言い続けない
で、これからの未来に目を向けることができるように切り替えていけるといいですね。ただ、これ
からのことを考えて動き出しても、すべてにおいて望むような成果が得られるかというとそうはい
かないこともあります。結果のみを取り上げて、「だから言っただろ」「やっぱり」ではいけませ
ん。途中経過では認めてあげられる部分があるはずです。今後につながるように、経過を認めるこ
とも大切ですよね。
今回は私の反省のつもりで書きました。教育に携わる教員といえども子育ては難しく、苦労の連

続です。でも、ちょっとした子どもの成長を感じて、よかったと思う瞬間も多々あります。皆様と
学校が手を取り合って、子どもたちを伸ばしていけたらと思っています。

２ ５年生、緑の学校へ
１９日（日）、５年生が緑の学校に出発しました。２年

ぶりの宿泊での緑の学校です。子どもたちはもちろん、
私たち教員も、日々微妙に変化する天気予報を注視して
きました。そして、日頃の心がけがよかったのでしょう、
雨に降られることなく出発し、キャンプファイヤーやウ
オークラリーなど、全ての活動を予定どおり行うことが
できました。緑の学校では、家族と離れることで感じる
家族の温かさや都会（高浜ですがこう表現します）から
離れて味わう大自然のすばらしさなど、子どもたちにと
って思い出多い緑の学校になったのではないかと思いま
す。
さて、出発前の金曜日、５年生の担任から嬉しい報告

をもらいました。それは、ある子が、「緑の学校を楽しむ
ために」と題してこのような資料を作成し、クラスのみ
んなに提案してくれたというのです。考えたことを積極
的に提案したことも嬉しいことですが、計画にのっかっ
ていく緑の学校ではなく、前向きな気持ちで取り組む緑
の学校にしたいという発想を大変嬉しく思いました。こ
の提案については、学級内のみならず学年全体でも共有
し、緑の学校にむけた意識と気持ちをさらに高めること
ができたそうです。ありがとうございました。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年６月２４日 №２５

１ 菊の苗を植えました

３年生の子どもたちが、一人一鉢で菊の苗を植えました。吉浜まちづくり協議会の皆様からご指導をいただき、
手を貸していただきながら行いました。これから水やりや草取りなど、しっかりとお世話をしていきます。どんな菊が
咲くのか、楽しみです。なお、こうして育てた一人一鉢の菊の花は、菊の花が咲く頃、１１月に行われる「菊まつり」
で展示していただくことになっています。

２ ちょっといい話②～あいさつでつながるまち～
先週の金曜日、近所にお住まいの方から学校に連絡がありました。その方は通学路のそばに住んでいるそう

で、「学校から帰る子たちがすごく元気に明るくあいさつをしてくれ、とてもうれしかったです。ぜひ、ありがとうを言
いたくて電話をしました。」とおっしゃられました。私たち教員もとても嬉しかったです。これからも人と人とをつなぐ
あいさつをしていきたいですね。あいさつと言えば、6月２６日、日曜日、午前１０時３０分から高浜小学校体育館
（メインアリーナ）にて、「高浜市少年の主張大会」が開催されます。本校からは、６年の由良水瀬さんが、「あいさ
つでつながるまち」というテーマで発表することになっています。お時間のある方はぜひご参観ください。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年６月２７日 №２６

１ 高浜市少年の主張大会
「花咲く明日を第２５号」でお知らせしましたとおり、昨日、「高浜市少年の主張大会」が開催

されました。吉浜小学校からは、６年の由良水瀬さんが、「あいさつでつながるまち」というタイ
トルで発表してくれました。緊張した様子でしたが、自信をもって主張を伝えることができました。
大変立派でした。ご参観いただきました皆様、ありがとうございました。本日は水瀬さんの主張を
紹介させていただきます。

あいさつでつながるまち
みなさんは、自分から進んであいさつをしていますか。また、あいさつをされたとき、きちん

と返していますか。
私があいさつを心がけるようになったのは、３、４年生の頃です。学校で６年生が先手のあい

さつをしてくれて、「すごいな、かっこいいな。」と思いました。それと同時に、「あいさつをし
てもらってうれしいな。」と、温かい気持ちになりました。それまでの私は、恥ずかしくてなか
なか自分からあいさつをすることはなく、されたら返すような感じでした。そんな私と６年生を
比べて、自分が情けなく感じました。なぜなら、あいさつをされたらこんなにうれしいのに、私
はそのうれしさを、他の人に分けることができていないと気づいたからです。私は思いました。
「あいさつでつながることは、こんなにもうれしいことなんだ。このうれしさをみんなに伝える
ことは、私にもできるはずだ。」
それから、私は学校で、先生や友達に自分からあいさつをするようになりました。すると、み

んな笑顔で「おはよう。」と返してくれました。自分からあいさつすることができたうれしさだ
けでなく、あいさつを返してもらったことでも、とても温かい気持ちになりました。そして、私
は、あいさつをするのが好きになりました。学校だけでなく、近所の方にもあいさつをするよう
にしました。
そして、いろいろな人とあいさつをすることができるようになった頃の帰り道。前から男の人

が歩いてきました。私は、「あいさつをしよう！」と意気込んで、「こんにちは。」とあいさつを
してみました。しかし、男の人はだまって通り過ぎてしまいました。「声が聞こえなかったのか
な。嫌だったのかな。返したくなかったのかな…。」いろいろと考えました。自分からあいさつ
ができたことには満足しましたが、あいさつが返ってきたときの、あの温かい気持ちにはなれま
せんでした。
そんな体験があり、私は、「お互いが温かい気持ちになれるあいさつって何だろう。」と考え

ました。やはり、一方通行のあいさつでは、つながりはうまれません。あいさつをして、あいさ
つを返すことで、おたがいがうれしい気持ちになります。そうすれば、笑顔がたくさんの過ごし
やすいまちになるのではないでしょうか。しかし、「知らない人にあいさつをするのは変だ、恥
ずかしい。」と思う人がいるかもしれません。そう感じる人達に、あいさつでとてもうれしい気
持ちになるんだよと伝えたいです。そのためにも、私は、知っている人だけでなく、通りかかる
人にも、笑顔であいさつをしていきます。声が出ないときや、突然あいさつをされてびっくりし
たときは、おじぎをするだけでもいいと思います。きっと、気持ちは伝わります。
あいさつは、人と人とのつながりをつくるきっかけに

なります。みんながこのまちで笑顔で暮らすためにも、
とても大切なことだと思います。そして、先にあいさつ
をしてもらったら、笑顔で、元気に返したいです。そう
すれば、あいさつをしてくれた人も、あいさつを返した
自分も、きっと温かい気持ちになれると思います。その
温かい気持ちが、また次のあいさつにつながっていくの
ではないでしょうか。あいさつでつながる、笑顔いっぱ
いのまちを、みんなでつくっていきましょう。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年６月２９日 №２７

学校関係者評価委員会
高浜市内の小・中学校では、各学校ごとに学校関係者評価委員会を組織し、

学校、家庭、地域が三者一体となって協働して学校づくりが展開されるように、
委員の皆さんから指導助言をいただきながら学校運営の改善を図っています。
学校の取組は、子どもたちの様子を見てもらうことが一番だと考えています。
また、子どもたちの姿や様子から学校の取組が見えてこなければなりません。
そんな意味で学校関係者評価委員会を行えることを嬉しく思います。この日は、
まず学校側から、「学校経営方針」「実現に向けた方策」等に基づき、令和４年
度の推進計画について説明をさせていただきました。その後、全学級、全教室
の授業の様子をみていただき、委員の皆さんからご意見やご感想をいただきま
した。それについての学校の回答も簡単に掲載します。
＜廣瀬善己 様：令和２年度PTA会長＞
吉浜小学校学校関係者委員会委員長として、会の進行をしていただきました。

＜伊藤 宗 様：令和３年度PTA会長＞
吉浜小学校学校関係者委員会副委員長として、委員長の補佐をしていただきました。

＜黒野盛聖 様：学識経験者（元吉浜小学校長）＞
私が吉浜小にいたのは今から６年前ですが、子どもが授業に入り込んでいる、集中している姿は６年前と

変わらないなと思いました。板書に、「めあて」「課題」「目標」など、教室によってまちまちでした。靴箱の
靴やスリッパの整頓、昔と変わらずしっかりしていました。授業中だから話しかけたりしませんでしたが、
きっとあいさつもしっかりしているんだろうなと想像できました。→＜板書については研修、研究を進めて
おり、今後も力を入れていきます。＞
＜内藤尚仁 様：吉浜まち協子どもGリーダー＞
私たちは地域の「あいさつ活動」に取り組んでいるのですが、子どもに先に言われることが多く、いつも

感心しています。また、隣のクラスから盛り上がった歓声が聞こえてきても、そのクラスはそれに反応した
り、惑わされたりすることなく、授業に集中していて驚きました。
＜横井光義：吉浜公民館長＞
どのクラスも元気で、それは声だけでなく、顔つきにも表れていました。中には下を向いてしまう子もい

るのかもしれませんが、それが全くわからないくらい気持ちのよい様子でした。今日は国語、算数などと違
って、「点字」を扱う授業もありました。私が子どもの頃にはなかった学習ですが、これはどんな学習になる
のでしょうか。算数では台形など、図形の学習をしており、同じ形でひっくり返さないと合わない形もあっ
て、子どもたちはよく考えていました。先生と子どもたちの一体感のある授業が行われていました。先生ば
かりががんばっていて子どもはそれほどでも…という授業もあるのかと思いましたが、そういったクラスは
ありませんでした。吉浜小学校だよりが頻繁に出されていて、これは新しい取組なんでしょうか。セブンイ
レブンの記事、たしかにそこら中にあって、よくみているはずだけど、私にも正解がわかりませんでした。
身近にあるけど、気づいていないことがあるんだと思いました。また、主題研究だよりというのも出されて
いるのですね。→＜点字は総合的な学習の時間、福祉に関する学習の中で行っています。＞＜吉浜小学校だ
よりは以前からありますが、今年度は日常の子どもの姿のよさを拾っていくことに力を入れています。＞＜
主題研究だよりは高浜中の取組を参考に始めました。高浜中と交換しています。＞
＜近藤陽子 様：高浜中学校校務主任＞
子どもの反応がよかったです。先生の問いかけに、つぶやきが聞こえ、それを拾い上げている先生の姿が

見られました。また、環境が整っておりロッカーの上にカラーボックスが留めてあり、面白い取組でした。
ただ、掲示物が貼れなくなるデメリットも…。教室前面の掲示は白黒で統一してありました。子どもの掲示
はどうしようかと迷うところです。例えば、教室横、ここだと光や風を遮ることになりますが、統一するこ
とでやりやすくなることはありますね。
＜杉山昌子 様：吉浜幼稚園長＞
子どもたちがおだやかでした。気持ちよく過ごしているように見えました。授業も工夫され、板書も見や

すかったです。子どもと先生がよい関係で授業が進んでいました。この時間で学ぶラインがしっかりしてい
ました。掲示は見やすく、木材を彫ってつくったピクトグラムの教室掲示（昨年度の６年生が制作）も温か
みがありました。園でも環境が子どもを育てると考えています。清潔、整理整頓過ごしやすい環境が整うよ
う参考にしたいです。→＜作品はICTを活用し、即、反応や意見の交流ができるようにしています。掲示は極
力減らし、環境整備や働き方改革につなげています。＞
＜小塚真由美 様：吉浜北部保育園長＞
学校がすごくすっきりしています。工夫によりスペースが生み出されていました。周りがすっきりしてい

ると勉強にも向かいやすくなると思っています。先生も穏やかで、その姿は子どもに影響を与えています。
あるクラスにあったカレンダーにはクラスの子の誕生日が書かれていて、子ども一人ひとりを大切にしてい
ることがわかりました。吉浜小学校だよりの話は園の保護者の方からも聞いていました。子どものよいとこ
ろを教えてもらえるのでありがたいと聞いています。
＜石川千昌 様：話輪和の会代表＞
いつもは保護者の立場で授業参観の時に授業を見せてもらっていますが、今日は全クラスの授業を見せて

いただきました。読書ボランティアを募集するため学校にはずいぶん協力していただきました。おかげで２
名新しい方に入っていただき、あわせて２７名になりました。息子が５年生で、初めての宿泊、すいぶん心
配していましたが、定期的にすぐーるで状況をお知らせくださり、安心できました。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年７月１日 №２８

情報モラル教育
高浜市では県内どの市町村よりも早く、小中学生に一人一台タブレット端末が配備されました。

今では文房具の一つとして授業等での活用が進んでいます。それに伴って、毎年、情報モラルの授
業を実施しています。情報モラルとは、みんなが情報社会の中で上手に生きていくために必要な考
え方や態度のことです。例えば、スマートフォンやタブレット、インターネットをうまく活用する

ことも情報モラルの一つです。この日は、高浜市が配置し
ているICT教育支援員の加藤さんに情報モラルの授業を行
っていただきました。

クラスのマーク“ピーチくん”

さやかさんとみかさんは席が隣同士の仲良しです。あ

る日の授業中、消しゴムを忘れたのに気づいたさやかさ

んは、みかさんに消しゴムを借りました。その時、みか

さんが、ノートの端に小さなイラストを描いているのが

目に入りました。みかさんに、それは何かと尋ねると、

「私がつくった、桃のキャラクターで、『ピーチくん』

という名前なの。」と答え、とても気に入っているよう

でした。この日、みかさんは風邪気味でした。

その日の帰りの会で先生が、「４年生は、運動会へ向

けてクラスのマークを各学級でつくることになったの

で、そのデザインを明日までに描いてくるように」と告

げました。

その夜、さやかさんはクラスのマークのデザインを考

えましたが、よいデザインが思いつきませんでした。そ

こで、みかさんが描いていた「ピーチくん」を思い出し、

そのデザインを使うことにしました。そのことは、明日

になってみかさんにことわればよいと思っていました。

ところが、翌日、みかさんは風邪で欠席しており、告

げる間もなくクラスのマークの選出が始まりました。そ

して、あれよあれよという間にさやかさんの描いた「ピ

ーチくん」が代表に選ばれてしまいました。「自分のオ

リジナルではない」ことを言い出せぬままクラスメイト

から祝福されるさやかさん。

翌日、登校したみかさんは知らぬ間に「ピーチくん」

がクラスのマークになっていることを知り、泣き出して

しまいました。それを見たさやかさんは立ちすくんでし

まいました。

今回の授業は、「クラスのマーク“ピーチくん”」という資料をとおして、「著作権」について考
える授業です。文章や絵、写真、曲、本などをつくった人がもつ権利を著作権と呼び、作品を勝手
に使われない権利です。ただし、例えば、「ドラえもん」の絵を描くことが問題ではなく、その描
いた絵をYouTubeにあげることや、描いた絵を売ることがいけないことであるということを学び
ました。そして、違反をすれば、罰則があることも学びました。子どもたちからは、「自分のオリ
ジナルの絵をYouTubeに載せることは大丈夫か」などの質問がたくさん出されていました。
情報モラルの授業は発達段階に応じた内容で、全学年で実施していきます。また、あわせてプロ

グラミング学習も進めていく予定です。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年７月５日 №２９

熱中症に注意
例年よりもずいぶん早く、しかも短期間で梅雨が明け、以後、暑

い日が続いています。気温もずいぶん高く、写真は本校運動場にお
ける３０日１５時頃のものですが４１．１℃を示しています。そし
て、その上には２９．２℃という数値が表示されています。これが、
「暑さ指数（WBGT（湿球黒球温度：Wet Bulb Globe Temperature））」
です。暑さ指数は、熱中症を予防することを目的として1954年にア
メリカで提案された指標です。単位は気温と同じ摂氏度（℃）で示
されますが、その値は気温とは異なります。暑さ指数は人体と外気
との熱のやりとり（熱収支）に着目した指標で、人体の熱収支に与
える影響の大きい「①湿度、②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱
環境、③気温」の３つを取り入れた指標です。簡単に言えば、暑さ
指数（WBGT）とは、気温だけでなく、湿度や日差しの違いをも考
慮して導き出した熱中症予防につなげるための数値なのです。
そこで、本校でも運動場に測

定器を設置し、日本スポーツ協
会が示している「運動に関する
指針」に則り、体育の授業や外
遊びの実施の有無を判断してい
るところです。
熱中症予防については、以前

お知らせしましたとおり熱中症
対策グッズ（クールネクタイ等）
の使用や、スポーツドリンクの
持参などを認め、学校では、授
業中に水分補給の時間を設けた
り、登下校中にも立ち止まって
水分補給をしたりするよう勧め
ています。また、マスクについ
ては、高浜市教育委員会が示し
ている基準（すぐーるで発出済
み。参考として次頁に載せます）
に則って、声かけをしていると
ころです。「家を出る時はマスクは外して、学校が近くなって人が増えてきたところで着けている。」
と教えてくれる子もいました。自分なりに周囲の状況を判断し行動しており、感心しました。私た
ちの育てたい子どもの姿の一つです。コロナ禍での生活が長く続き、マスクを外すことに不安があ
る子もいることでしょうが、命に関わる熱中症はなんとしても防がなければなりません。予防する
ためにどのように過ごしていくかなど、ご家庭でも話題にしてみてください。

ちょっといい話③
先週木曜日の下校の時、低学年くらいの子の帽子が小さな水路に落ちてしまったそうです。帽子

を取るために、２人の子はその水路に降りたそうですが、水深は浅いものの道路までは高さがあり
１人の子が上がれなくなってしまったようです。そこで、たまたま通りかかった方に助けを求め、
引き上げてもらったそうです。引き上げてもらったその子は、その方に、「ありがとうございまし
た。お仕事がんばってください。」と話したそうです。その方は、『「お仕事がんばってください。」
なんて言われるとは思ってもみなかった。小学生の思わぬ一言によい気持ちになれた。ありがとう
ございました。』と言われました。小学生の礼儀正しい姿、気遣いのある一言に嬉しさを感じたそ
うです。
今回は小さな浅い水路でしたが、ちょうど7月1日から7月7日が、「河川水難事故防止週間」で

もありますので、水難事故の危険性については子どもたちに伝えていきます。今回の件で言えば、
帽子を自分で安全に拾うことができるのか、できないのかを判断し、これは危険だからと、帽子を
見送るという選択も必要です。小さな小学生には難しいことではありますが、考えてほしいことで
すよね。こちらもご家庭で話題にしていただけたらと思います。



令和４年５月吉日

保護者 様

高浜市教育委員会

学校生活における児童生徒等のマスクの着用について

新緑の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃は本市の教育活動に、ご支

援、ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、令和４年５月20日に厚生労働省から「マスク着用の考え方及び就学前児の取扱いについて」が公表

され、令和４年５月23日には、それも踏まえて、政府における「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対

処方針」が変更されたところです。

これらを受けて、特にこれから夏季を迎えるに当たり、学校生活における児童生徒等のマスクの着用につ

いて改めてご承知おきいただきたい点を下記にまとめましたので、お知らせいたします。引き続き基本的

な感染防止対策（「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、

「換気」等）を徹底しながら学校教育活動を継続していきますので、ご理解とご協力をお願いいたし

ます。

記

１ 特にこれから夏季を迎えるに当たって、学校生活においてマスクの着用が不要な場面

①屋外の運動場に限らず、プールや屋内の体育館等を含め、体育の授業においては、マスクの着用は必要

ありません。

②運動部活動についても、体育の授業に準じます。

③熱中症リスクが高い夏場においては、登下校時にマスクの着用は必要ありません。その際は、人と十分

な距離を確保し、会話を控えることについてもご留意ください。

④休憩時間における運動遊びや屋外で会話をほとんど行わないことが想定される教育活動等においても、

マスクの着用は必要ありません。

２ マスク着用の考え方

身体的距離が確保できる（２ｍ以上を目安） 身体的距離が確保できない

屋内（注） 屋外 屋内（注） 屋外

会話を行う 着用を推奨する 着用の必要はない 着用を推奨する 着用を推奨する
（十分な換気など感染防止対策を講じ
ている場合は外すことも可）

会話をほとんど 着用の必要はない 着用の必要はない 着用を推奨する 着用の必要はない
行わない
（注）外気の流入が妨げられる、建物の中、地下街、公共交通機関の中など

※夏場については、熱中症防止の観点から、屋外の「着用の必要はない」場面で、マスクを外すことを推奨。

連 絡 先 学校経営グループ

電 話 ０５６６－５２－１１１１



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校

令和４年７月８日 №３０

１ 七夕
7月7日は七夕でした。私が小さかった頃に聞いた

七夕のお話はおおよそ囲みに書いたような内容でし 昔あるところに、神様の娘の織姫と、
た。そして、学校ではこの七夕の日の前後で、七夕に 若者の彦星がいました。織姫は機織りの
まつわるいろいろな取組がなされていました。まずは 仕事をしています。毎日、一生懸命仕事
なんと言っても給食です。今日のメニューは、「ごは をしていました。一方、彦星は牛の世話
ん、牛乳、七夕そうめん汁、星形コロッケ、ひじきの をしていて、まじめに働いていました。
炒め煮、七夕ゼリー」です。 やがて2人は結婚しました。

すると、今まで働き者だった2人は急
に遊んで暮らすようになり、全く働かな
くなってしまいました。それを見ていた
神様は、怒って2人の間に天の川を作っ
て引き離してしまいました。
悲しみにくれた2人は泣き続けました。

神様は、「前のようにまじめに働いたら、
1年に1度だけ、2人を会わせてあげる」
と約束してくれました。それから2人は
心を入れ替えて一生懸命働くようになっ
たのです。
そして、2人は年に1度、天の川を渡っ

て会うことが許されるようになり、この
日が、「七夕」と名付けられたそうです。

七夕の日に、夜空に浮かぶ天の川や、機織りの糸に見立ててそうめんを食べる風習がある地域が
ありますが、今日のそうめん汁に入っているかまぼこも星形に切られています。その他にも、コロ
ッケやゼリー、そして、ひじきの炒め煮に入っているにんじんも星形に切られていました。まさに
七夕メニューでした。
教室では、短冊に願い事を書いて掲示するなどの取組が見られました。日本語指導教室に通うこ

どもたちも頑張って日本語で短冊を書いたそうです。また、タブレットで一人一人短冊を作り、み
んなのつくった短冊、正確には短冊のデータですが、これを集めてデータ上で七夕飾りにするとい
うまさに現在ならではの取組もなされていました。
ちなみに、織姫星（織女星）はこと座の「ベガ」、彦星（牽牛星）はわし座の「アルタイル」の

ことです。現在、午後９時頃に東の空に見えています。どちらの星も、夏の夜空で明るく輝く1等
星です。市街地でも見つけることができるのではないでしょうか。今夜は天候が心配ではあります
が、ご家族で星空を眺めてみてはいかがでしょうか。



花咲く明日を
～ 吉浜小学校だより ～ 高浜市立吉浜小学校
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１ 次につなげるがんばりテスト
がんばりテストは１年に３回実施予定（い

ずれも長期休業前）で、その第１回目を行 この経験（合格したという経験）を、「やったらで
いました。先々週の金曜日が漢字、先週の きる！」と実感させ、自信をもたせ、次の学習への
金曜日が計算でした。子どもたちの励みと 意欲につなげなければ、がんばりテストの意味が半
なるよう８０点以上を合格ラインとしてい 減する。知識や技能の習得だけに目を向けてしまっ
ます。ただ、このラインにより、子どもは、 ては、合格した・合格しなかったという結果に一喜
「合格するか、合格しないか」で、自分の 一憂するだけ。合格を目指して努力した過程を認め、
取組を評価しがちです。簡単に言えば、 褒めていきたい。
合格すればよし、合格しなければダメとい
うことです。「合格には惜しくも届かなかったものの練習を一生懸命頑張り、当初よりも書けるよ
うになった、計算できるようになった」にもかかわらずです。
囲みに記したものは、「本校教員の記録」からの抜粋ですが、そこにあるように努力の過程を認

め、褒めていくことを私たちは心がけています。以前にも記しましたが、子どもは褒められると、
自己肯定感が育ってきます。自己肯定感とは自分らしさとともに、自分自身が価値ある存在である
と確認できることを指しています。この気持ちによって人はいろいろなことに意欲的に取り組み、
満足感を重ね、自分にも他人にも受容的になれるものです。困難に出会っても簡単に諦めない心が
育ちます。しかし、認め、褒められる経験が十分でないと、こういった感情が育たず、自己否定感
が強くなり、少しのストレスでも心が折れやすくなっていきます。ご家庭でも、「合格した・合格
しなかった」にとらわれず、努力の過程や書けるようになったこと、計算できるようになったこと
に目を向けていただき、そのようなお子さんの成長を認め、褒めてあげてほしいと思っています。

２ 図書室

いよいよ夏休みが近づいてきました。夏休みにはいろいろな課題がありますが、これまでも多く
の子どもたちを悩ませてきたのが、「読書感想文」ではないでしょか。多くの先生方が子どもの頃
は両方やらなければなりませんでしたが、今は、「読書感想文」「生活作文」のどちらかを提出（両
方取り組んでもよい）することになっています。
現在、図書委員会、学校司書さんが連携して、「読書感想文らくらくキャンペーン」を展開して

います。図書委員のおすすめの本とその紹介文を合わせて展示し、読書感想文を書いてみようとい
う気持ちを高めているところです。


