
杉戸西小学校だより 学校教育目標

「すすんで学び

「西小 ＶＩＴＡＬＩＴＹ ２０１８」 すすんで実行」

平成３０年７月２日（月） 第４号 －生きる力の確立－

自己肯定感は高められる
校長 高野 達

本校の目指す教師像は次の３つです。

○授業で一人一人の学力を伸ばす教師 ○児童の良さをほめて伸ばす教師

○夢に向かって本気で努力する教師

実は、この３つに関連する興味深い調査結果が、先日の５月３１日に発表されました。

東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所が２年間継続して行ったもので、その

調査によると、小学校４年生から高校３年生に、「自分の良いところが何かを言うこと」

が「できる」と答えた割合は５５．３％、「できない」と答えた割合は４３．３％でした。

自己肯定感とは、「自分は大切な存在だ」、「自分はかけがえのない存在だ」と思える心

の状態です。日本人の国民性や性格から、他国と比較して自己肯定感が低いことは以前か

ら指摘されています。

ただし、この調査では、次のような分析結果も示されています。

①勉強が好きになった子は、自己肯定感が高まっている。

②将来目標が明確になった子は、自己肯定感が高まっている。

③自分のクラスに愛着を感じるようになった子は、自己肯定感が高まっている。

④保護者が「努力の効果」を感じているほど、子供の自己肯定感が高い。

目指す教師像の「授業で一人一人の学力を伸ばす教師」に関連して、上記①の勉強が好

きになった子ほど自己肯定感が高い傾向がありそうなので、一人一人の学力を伸ばすため

の方策として、授業で勉強が好きと感じる児童を増やすことが必要になります。

目指す教師像の「夢に向かって本気で努力する教師」に関連して、教師自身が夢や目標

をもち、何事にも前向きに努力する姿を示すことができれば、子供たちにも影響し、上記

②の将来目標が明確にもてることにつながります。

目指す教師像の「児童の良さをほめて伸ばす教師」に関連しては、まさしくこの実践を

日々行えば、自己肯定感を高めることができますし、上記③の自分のクラスに愛着を感じ

る子供たちを育てていくことにもつながります。

西小学校の子供たちは、何事にも一生懸命取り組む児童たちばかりです。更に児童一人

一人を伸ばすため、上記④のように「努力すればたいていのことはできる」との励ましを

お願いします。西小学校においても「自分は大切な存在だ」、「自分はかけがえのない存

在だ」と実感し、自分の良さを自信をもって語れる子供たちを育てていきたいと思います。



７ 月 行 事 予 定

日 曜 行 事 日 曜 行 事
1 日 16 月 海の日
2 月 学級ＰＴＡ１２３年 ５年臨時健康診断 17 火 B日課５時間 １４：００下校
3 火 １年生活科校外学習 18 水 B日課５時間 １４：００下校

ベルマーク回収 給食終了
4 水 学級ＰＴＡ４５６年 ドレコン 19 木 ３時間 １１：５０下校

(４年発表) ５年自然教室説明会
5 木 開校記念日 20 金 終業式 ３時間 １１：２０下校
6 金 表彰朝会 21 土 ５年自然教室

教育相談日 22 日 ５年自然教室
7 土 23 月 ５年自然教室

24 火
8 日 25 水
9 月 一斉下校 26 木 学習支援教室 教育相談 プール
10 火 給食費引落日 ５時間 27 金 学習支援教室 教育相談 プール
11 水 ５時間 28 土
12 木 児童集会 ５時間 29 日 おやじの会除草8:00～ 10:00
13 金 ５時間 30 月 学習支援教室 教育相談 プール
14 土 杉戸夏祭り 31 火 教育相談 プール

１ 水 教育相談 プール
15 日 杉戸夏祭り ２ 木 教育相談 プール

６年男子100ｍ走 女子走り高跳び ６年男子リレー ６年女子リレー
６位 斉藤 巧志さん １位 小林 小町さん １位 ２位

男子80ｍハードル走 ６年男子ボール投げ 赤川 梢 小林 小町さん

４位 赤川 梢太さん ２位 小林 翼さん 太さん 鈴木 美佑さん

５位 辻口 優太さん ４位 鈴木 晃輝さん 宇佐見謙心さん 宮澤 沙英さん

６年女子100ｍ走 ６年女子ボール投げ 斉藤 巧志さん 櫻井 涼さん

５位 鈴木 美佑さん ３位 増田 菜月さん 小林 翼さん

６位 櫻井 涼さん ６位 藤城英里華さん ５年男子リレー ５年女子リレー

女子80ｍハードル走 ５年男子100ｍ走 ２位 ３位

１位 小林 小町さん ２位 澁谷 光希さん 澁谷 光希さん 松本 双葉さん

５位 山口 萌々さん ５位 岡田 朔空さん 岡田 朔空さん 山口 萌々さん

男子走り幅跳び ５年女子100ｍ走 内村 琉聖さん 齋藤 悠月さん

１位 宇佐見謙心さん ３位 松本 双葉さん 芳林 翔太さん 山澤 実卯さん

２位 赤川 梢太さん ５年男子ボール投げ

女子走り幅跳び １位 並木慎之介さん

２位 宮澤 沙英さん ５位 長井 健一さん

３位 菊野 めゆさん ５年女子ボール投げ

男子走り高跳び ６位 月見 恵麻さん

１位 山﨑 慶士さん

３位 富澤 翼さん

夏休み（８月）の予定
１日（水）教育相談 プール
２日（木）教育相談 プール

２５日（土）全校登校日・親子除草
７：２０ 登校
７：３０ 保護者受付
７：５０ 除草開始

１０：４５ １～４年下校
１１：００ ５・６年下校

杉戸町硬筆展
推 薦 ５年 髙澤帆音さん ６年 菊野めゆさん
特 選 ２年 大島魁斗さん ２年 佐藤結太さん

３年 齋藤彩花さん ４年 平井莉璃さん
４年 小林由奈さん ５年 山澤実卯さん
５年 藤城琴羽さん

平成３０年度 杉戸町小学校陸上競技大会

男子優勝、女子準優勝おめでとう！！
５月３１日（木）、町内陸上競技大会が行われました。
チーム一丸となって練習に取り組んできた成果を発揮し、

すばらしい成果を収めました。

夏季休業の教育相談のお知らせ
期日 ７／２６(木) ７／２７(金)

７／３０(月) ７／３１(火)
８／ １ (水) ８／ ２(木)

※出張等により、実施できない日もあります。
※有意義な面談になるよう、お話ししたい内
容をまとめておいてください。




