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心の強さ・心の芯を育てる  

校長 浅川 縁 

２学期の始まりです。子どもたちの表情から、夏休み

中、貴重な体験をして思い出に残る日々であったことが

分かります。7月末の5年生の女神湖夏季施設では、友

達と寝食を共にし、自然の中での体験や宿舎での自主的

な生活などを通じ、一回り大きくなりました。体験によ

って得たことは成長の糧になります。 

子どもたちにはめあてに向かって努力するなど強い心

をもってほしいと願います。子どもの法律を研究する方

の「子どもの心の強さ・心の芯」についての話です。(抜

粋)『心の強さには「自分に問う・問い続ける力」があり、

自分の弱さや課題に向き合わせ成長させる力となる。ま

た「負けてもあきらめない」「また笑えること」等回復

する力、しなやかな力でもある。それらは心理学のレジ

リエンス（resilience；外からの力による歪みを跳ね返

す力、復元力）そのものである。そうした力が発揮され

るには、物事を柔軟に、前向き(ポジティブ)に考えられ

ること、喜怒哀楽や笑いを共にして支えてくれる人がい

ること、困難に対しても粘り強く努力できる自尊感情が

必要といわれている。さらに、心の強さの軸である心の

芯も考えるべきである。心の芯とは、信念や意志を貫く

強さ、周りに左右されない、気持ち・感情の基盤となる

ものと考えられる。その芯を育むためには、自分で考え

行動する、自分の達成したことに誇りを感じる、様々な

体験をする、直接人と関わり相手の感情をくみ取ること、

大人の関わりは失敗や経験等を話す、一から十まで面倒

をみないこと等がある。心の芯は生き方（考え、行動）

の軸となり生きる強さになる。ネガティブなできごとを

発達のチャンスに転換するポジティブな思考と力こそ、

子どもの育ちを支える大人が育てられる力である。』 

◆小学3年生の詩 『つよさ』 

つよいってことは まけないことじゃない 

つよいってことは なかないってことじゃない 

つよいってことは まけてもあきらめないこと 

つよいってことは ないても また わらえること 

本校の目指す「自立」にもつながる子どもたちの心の

強さ・心の芯を育てていきたいです。今学期も本校の『共

育』の充実へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

  

教務からのお知らせ 

教務主任 

１ 学校公開・保護者会 

２学期は下記の通り学校公開を実施します。 

保護者の方々、地域の方々、未就学児の保護者の方々

に学校の様子を参観していただき、本校の教育活動につ

いてのご理解をより深めていただければと思います。 

９月１３日（金）学校公開 ※B時程 

○国際交流学習 

   ２校時－１・３・５年、３校時－２・４・６年  

   ○保護者会  

下学年 14:00～、上学年 15:00～ 

           

９月１４日（土）学校公開 ※Ｂ時程 給食なし   

○学校説明会（１校時） 

○道徳授業地区公開講座 

   ２校時－道徳授業公開 

   ３.４校時－講演会・振り返り 

 

２ 個人面談 

 児童一人一人の学習・生活面などについて話し合い、

今後の指導や学級経営に役立たせ、担任と保護者の協力

関係を強め、児童の健全育成を目指します。 

１０月 ７日(月) 、８日(火) 、１０日(木） 

 １１日(金)、１５日（火），１７日（木） 

詳しい日程につきましては、担任から学年便り等を通

して連絡いたします。今年度も、学年担当の専科等の教

員も同席いたします。ご承知ください。 

 

 

 

道徳授業地区公開講座 

道徳担当 

「令和元年度道徳授業地区公開講座」を下記の通り、

開催いたします。本講座は、道徳の授業を保護者や地域

の皆様に広く公開し、学校における道徳教育の在り方や

家庭・地域社会との連携について、相互の理解を深める

ことを目的としています。たくさんの方々のご参加をお

待ちしております。よろしくお願いいたします。 

令和元年9月14日（土）  

①道徳授業公開（各学級）  9時20分～10時05分 

②講演会（体育館）    10時30分～11時15分 

講師 坂本和弘さん ＜葛西臨海水族園 副園長＞ 

※児童はＢ時程（給食なし、12時10分ごろ下校） 

※２校時が道徳授業公開です。 

※３校時の講演会は児童も参加します。 
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国際交流学習のお知らせ 

特活担当 

様々な国の人々とのコミュニケーションを通して、異

文化を理解しようとしたり、外国の人々との接し方を身

に付けたりすることなどをねらいとして、本校では毎年

「国際交流学習」を行っています。保護者の皆様もご参

観ください。 

日時 ： ９月１３日（金）    

２校時  ２・４・６年 

３校時 １・３・５年 

場所 ： 各教室 

 

 

  

8・９月の生活目標「きまりを守って生活しよう」 

 

 

8・9月の主な予定 

日 曜 朝 行事等 

26 月 B儀式 始業式 

27 火 計算・漢字 給食始 

28 水 B 中学校合同体験授業（６年）身体計測（上学年） 

29 木 学級 
 

30 金 読書 身体計測（下学年）まなび指導開始 

31 土 
  

9/1 日 
  

2 月 全校朝会 委員会活動 

3 火 ドリル 避難訓練 

4 水 B 安全指導 

5 木 学級 
 

6 金 読み聞かせ 
 

7 土   

8 日 
  

 9 月 プール納め プール納め 水泳指導終 クラブ活動 

10 火 ペアトーク お誕生日給食会（８・９月）情報モラル教育（５年） 

11 水 B ふれあい給食（４年） 

12 木 児童集会 美しい日本語教室（６年） 

13 金 B 
学校公開始 国際交流学習（２・３校時） 

保護者会（下学年14:00、上学年15:00） 

14 土 B 
学校公開終 土曜授業 給食なし 

道徳授業地区公開講座 

15 日 
  

16 月 
 

敬老の日 

17 火 放送 脊柱側弯検診（５年） スポーツギネス始 

18 水   B 
 

19 木 音楽 食育指導 ※午前授業 

20 金 読書 スポーツギネス終 

21 土  
 

22 日   

23 月  秋分の日 

24 火 放送 
 

25 水 B  

26 木 学級 スポーツギネス終 天神っ子 

27 金 読書 社会科見学（3年） 

28 土 
 

 

29 日   

30 月 全校 クラブ活動 

○進んで元気な声で挨拶しよう。 

○登校、下校の時刻を守ろう。 

○校帽をかぶり、登校しよう。 

○右側を静かに歩こう。 

○遊び方の決まりを守って仲よく遊ぼう。 

                   ５年担任 

【女神湖：７月２４日（水）～２６日（金）】  

 ７月２４日午前８時4０分、多くの方に見送られ、バス

は女神湖高原学園へ向けて出発しました。窓の外では次第

に緑が多くなっていきます。佐久平パラダでは、昆虫観察

をしました。「カブトムシが飛ぶところを初めてみまし

た。」こんな声も聞かれました。午後は長門牧場でのバタ

ー作り体験。バターの作り方や乳製品の表示方法、畜産の

現状など多くのことを学びました。 

カッコウの声を聞きながら朝会をした二日目。車山山頂

を目指してハイキングをしました。ニッコウキスゲの黄色

い花が一面に咲く中、高原の風に吹かれ、山歩きを楽しみ

ました。午後は鷹山ファミリー牧場での乳搾り体験。「し

ぼりたての牛乳はあたたかいんだ。」と気付く子もいまし

た。ジェットコースターのような楽しさを味わったトラク

ター体験では歓声が上がっていました。    

三日目は、黒曜石キーホルダー作りに挑戦。「手作りの

お土産ができた。」とさっそくリュックにつけている子も

いました。    

いろいろなことを体験し学んだ三日間は、子どもたちに

とってよい経験になったと思います。 

 

特活担当 

 食育の一貫として、学年ごとに地域の方々をお招きし

会食する「ふれあい給食」を行っています。 

１学期には、３・４年生が運動会の大江戸ダンスの指

導をしていただきお世話になった方々をお招きして、３

年生とふれあい給食を実施しました。 

各学年、年に一度は実施できるよう予定しています。

授業の中で、色々な事を教えていただき、交流をした後、

一緒に給食を食べることで、より親しみが増し、地域と

のつながりが広がっていくことを願っています。 

ふれあい給食 

夏季施設の思い出 

【交流する国】 

１・２年生：タイ 

３・４年生：韓国 

５・６年生：キルギス 


