
 

  

 
 
 

平成２８年 ７月号    第２５５号 
         児童数（３４９名） Ｈ２８．６．２８ 

学校教育目標 
   ◇かしこい子 
   ◇やさしい子 
   ◇たくましい子 
 ℡ ３３－３１１０ 

  変わるものと変わらないもの 

校長 佐藤 茂 

 ＮＨＫの名作番組「プロジェクトＸ」で出会

った言葉。「できない理由を挙げるのは簡単だ。

どうしたらできるかを考えろ」。以前、同じよ

うな意味の言葉がどこかの中学校の校訓になっ

ているのも知った。 

学習指導要領が変わるたびに、「新しい学力観」とか「生きる力」そして、今や「ア

クティブ・ラーニング」と常に「教育改革」の真っ最中。しかし「教育改革は、学校の

廊下までは来ている。しかし、なかなか教室の中に入っていかない。」とよく言われる。

文科省が教育改革を推進しても、現場は１０年１日のごとく変わらないという暗喩であ

る。しかし、決して我々のサボタージュではない。前年度に立てた（あるいは採用した）

年間指導計画の通りに進めていくことも同時に求められているので、いわば板挟みと言

ってもよいのが現状である。言い換えれば、「改革」と「従来通り」を同時進行で進め

なければならないのだ。 

「笑点」司会者を引退した桂歌丸師匠が引退記念の番組で「変わらないことが変わる

ことにつながるんですよ」と言っていた。学習や教育の基本理念をしっかり見据え、変

えない。児童が「分かった！」「できた！」「なるほどなぁ！」とうれしがったり感心

してくれたときの表情を無情の喜びにすることは変えてはいけない。そのために努力す

る。すると、自ずと新しい指導法や、学習観が生まれてくる。 

 歌丸師匠はこうも言っていた。「楽をするために苦しむんですよ」１時間もかかるよ

うな長い人情話を覚えるのは年とともに苦しくなる。しかし、覚えて観客の反応がよく

なれば自分がうれしい。そのための苦しみならば進んで買って出るということだろう

か。強引に我々の仕事に当てはめてみれば、「アクティブ・ラーニングで学べるように

することは難しい。しかし、子どもたちが主体的に学び、分かるようになれば、教師も

子どもも笑顔になる。」だからこそ、苦しくっても教員は大変な教材研究に励む。 

 基本理念は変えてはいけない。譲ってはいけない。そこを大切にすれば自ずと変わっ

てくる。変わらなければならないと気づきもする。できない理由を探すのは簡単だ。「時

間がない。」「行事がたくさん控えている。」「どうして自分が？」等々・・・しかし、

どうやればできるのか。と、まさに高小の先生たちは難問の問題解決に直面している。 

先日の放課後は、ある教室を舞台に、先生方が模擬授業を行い、退勤時刻を過ぎても

なお、遅くまで研修に励んでいた。先生方自身に、変えてはいけない大切なもの「児童

の分かる喜びを目指す」ことがしっかり意識されているのだ。だから変わろうとしてい

るのではないか。と、思う。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

日 曜日 行   事 

１ 金  

２ 土  

３ 日  

４ 月  

５ 火  

６ 水 音楽集会 委員会 

７ 木 Ａ日課６ 学校評価委員会 

８ 金 表彰朝会 

９ 土  

10 日  

11 月  

12 火 安全集会 

13 水 A 日課５ 

14 木 A 日課５ 

15 金 軒下あいさつ 
Ａ日課５ 給食終了 

16 土  

17 日  

18 月 海の日 

19 火 Ａ日課３ 

20 水 特別日課３ 
第 1学期終業式 一斉下校 

21 木  

22 金 個人面談①水泳①サマースクール① 

23 土  

24 日  

25 月 個人面談②水泳②サマースクール② 

26 火 個人面談③ 

27 水 個人面談④水泳③サマースクール③ 
林間学校（志賀方面） 

28 木 個人面談⑤水泳④サマースクール④ 
林間学校（志賀方面） 

29 金 個人面談⑥水泳⑤サマースクール⑤ 
林間学校（志賀方面） 

30 土  

31 日  

8/1  個人面談⑦水泳⑥サマースクール⑥ 

8/2  個人面談⑧水泳⑦サマースクール⑦ 

8/27 土 親子除草 

【生活目標】 

  そうじをしっかりしよう 

【保健目標】 

  暑さに負けずに元気に 

       過ごそう 

町内硬筆展 入賞おめでとう！ 
【推薦】 
１年 林 泰地 ４年 市川 歩実 
【特選】 
１年 石山 美羽 ２年 平井 莉璃 
３年 塚本 彩可 ４年 新島 和夏 
５年 黒須 七海 
【金賞】 
１年 田川 万葉 大久保紗良 
２年 森田佑樹 佐瀬優太 園田真央 森下碧 
３年 直井 珠凜 松本歩乃佳 
４年 森田 一輝 小林 夢 
５年 河田 春花 折原さくら 
６年 乾 瑞歩 加藤初百合 野口 大翔 
【銀賞】 
１年 中田 唯花 曽根 南羽 平野 光峻 
２年 小澤瑞輝 遠山寧音 浅田來良 林蒼依 吉岡拳勇 
３年 上野優貴 鐘ヶ江知樹 奥澤未咲 山本菫 
４年 深澤瑚々海 加藤 岳春 佐瀬 慶太 
５年 佐々木彩寧 中西瑠奈 北原世愛 沼田珠羽 
６年 赤尾樹 新田薫 木村和立 能村優希 
※推薦賞の児童は、このあと県の展覧会に出品さ
れます。 

熊坂隆行様 
松永行雄様 
三橋茂美様 
藤田康子様 
岸本淑子様 

【男子の部】 
６年 100ｍ走 
５年 100ｍ走 
６年 ボール投げ 
５年 ボール投げ 
６年 80ｍハードル走 
６年 走り高跳び 
６年 走り幅跳び 
【女子の部】 
６年 100ｍ走 
５年 100ｍ走 
５年 100ｍ走 
６年 ボール投げ 
５年 ボール投げ 
５年 ボール投げ 
６年 走り髙跳び 
６年 走り幅跳び 
５年 400ｍＲ 

第３位 新野 歩夢 14秒95 
第６位 滝石 一陸 16秒03 
第５位 野口 大翔 45m48cm 
第６位 関口 一太 40m20cm 
第４位 伊藤 皇   15秒28 
第４位 大塚 悠真 120 cm 
第６位 春山真之将 362 cm 
 
第４位 岡本 美乃 16秒08 
第２位 小倉 結衣 15秒77 
第６位 黒須 七海 16秒37 
第６位 滝石 彩智 33m44cm 
第４位 丸市 朱莉 34m45cm 
第６位 中西 瑠奈 29m81cm 
第６位 加藤初百合 113cm 
第５位 能村 優希 328cm 
第１位 1分03秒31 

 

練習の成果を出し切った陸上大会 
６月２日（木）、杉戸小において陸上大会がひらか

れました。選手たちは今までの練習の成果を発揮
し、素晴らしい活躍をみせてくれ 
ました。入賞者は次のとおり 
です。また、今年の選手宣誓 
は、本校の伊藤皇さん、 
滝石彩智さんが元気 
いっぱにおこなってくれました。 

平成２８年度学校評議員さん 平成２８年度学校関係者評価委員さん 

評議員さんに加え、 
林  千秋 様 
川島 美紀 様 
若林 順子 様 
鐘ヶ江真知子様 
小島 智子 様 

地域に開かれた学校づくりのために、ご意見を
いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 


