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東京 2020大会開催地・朝霞市 
校 長  宮 澤 好 春 

 ７月１日には海開きと富士山の山開きを、２日には半夏生を迎えます。半夏生とは、農家にとって重要

な日と位置付けられ、この日までに畑仕事を終えたり、水稲の田植えを終えたりと節目の日を指します。

本校でも、１学期のまとめを迎えます。ここまで子供たちは、感染症対策をしっかり行いながら、水泳学

習に、そして１・２・３年生は通学路や学区内の探検で、４年生は福祉体験を通して、学びを深めまし

た。５年生は音楽朝会でビデオで歌声を届けてくれました。６年生は朝霞税務署の方による租税教室を受

講しました。様々な体験活動や外部講師の講座等、豊かな学びの機会をつくることができました。 

 さて、「東京2020オリンピック」の開幕まで１か月を切りました。開催に当たって賛否両論ありました

が、ＪＯＣが開催の判断をし、観客の人数や観戦のガイドライン等も策定され、先日公表されました。朝

霞市は、オリンピックとパラリンピックの射撃競技の会場になっていますので、コロナ禍が終息できてい

たなら、もっと開催の機運が盛り上がっていたと思います。しかし、埼玉県のまん延防止等重点措置が 

７月１１日まで延長されたことに伴い、さいたま市と川口市での公道での聖火リレーが中止となる等、盛

り上がりに欠ける一面もあります。現在のところ、朝霞市では７月６日の東京2020オリンピック聖火リ

レーの通過に向け準備が進められています。６日の12時02分に和光市役所を出発する聖火は、旧川越街

道を進み、四中・八小の前を通過し、朝霞中央公園前のけやき並木を直進

し、右手に東京2020大会の射撃会場を眺めながら、新座市栄緑道広場にゴー

ルします。朝霞市内の聖火は、二人の中学生がリレーする予定です。一人

は、「祖父が働いていた会社が聖火のトーチの部品を製造していると聞き、自

分がトーチを持って走っているところを他界した祖父に見て欲しい。」との思

いから聖火リレーに応募したそうです。もう一人は、「父親がオリンピックを

目指していた頃の写真を見て、自分も同じ競技の道に進み、コーチである父

と2026年のミラノ・コルティナ冬季オリンピックを目指している。」との思

いから応募したそうです。次に、８月１９日には、パラリンピック聖火リレーが、朝霞駅南口広場を出発

し朝霞中央公園陸上競技場に到着します。市内１５校の児童生徒がサポートランナーとして参加する予定

です。そして、埼玉県内を繋いできたパラリンピック聖火を東京都へ送り出す「出立式」も予定されてい

ます。このように東京2020大会が近付き、市内の小中学生が参加できるイベントもあり、わくわく感が

増してきます。しかし、コロナ禍での聖火リレーでもあるため、現地で見たいのはやまやまですが、ライ

ブ配信等で応援したいと思います。最後に、埼玉県ゆかりの選手、例えば水泳の瀬戸大也選手、酒井夏海

選手、重量挙げの三宅宏美選手、朝霞市にある自衛隊体育学校所属の選手、パラリンピック出場が内定し

ている車いすバスケットボールの藤澤潔選手と赤石竜我選手、パラ陸上の村岡桃佳選手、パラバトミント

ンの鈴木亜弥子選手等々、メダルを有力視されている選手が多数います。間近で選手の活躍を目の当たり

にしたいところですが、テレビ観戦等常識ある範囲の中で、東京2020大会を、選手を応援していきたい

と思います。 

 

 

継承とさらなる発展、新たな挑戦 
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夏休みにしかできない 「主体的・対話的で深い学び」を 
校 長  宮 澤 好 春 

 本日、７０日間（１年生は６９日間）の１学期が終わりました。「新しい生活様式」に則った感染症対

策を取りながら、５月の修学旅行、引渡し訓練、６月の縦割り遊び、生活科のまち探検、７月の水泳学

習、除草作業、学級懇談会等々、学びを止めることなく教育活動を進めてまいりました。保護者の皆様に

は、本校の教育活動に御理解と御支援を賜り、誠にありがとうございました。 

 さて、１学期の始業式で、水泳の池江選手が東京オリンピック出場を決めた時の

インタビューで話しをした「努力は嘘をつかない」について紹介し、１学期の中で

たくさんの「わかった喜び・できた喜び」を味わって欲しい、という話をしまし

た。また、生徒指導主任から「当たり前のことが当たり前にできる」十小の子供た

ちになって欲しい、という話がありました。４月から比べると、挨拶、無言での教

室移動、下駄箱の靴のかかとそろえ、無言清掃等、目に見えて変わってきていま

す。また、授業や家庭学習を通して、多くの「わかった・できた」を味わうことができてきました。一方

で、新体力テストの結果から「体力の低下」、児童へのアンケート調査から「規律ある態度の一部の項

目」の達成度が８割未満等、課題も見えてきました。２学期以降、各種学力調査結果も踏まえ、本校児童

の課題解決に向けて、教職員が一丸となり、共通理解・共通行動で取り組んでまいります。 

暦の上でも大暑を迎えます。近年では３５℃を超える猛暑日が続くこともあります。熱中症に気を付け

暑さを凌ぎながら４０日間の夏休みを有意義に過ごして欲しいと思います。特に、長期休業日にしかでき

ない「主体的・対話的で深い学び」を通して、豊かな学びを実現して欲しいと思います。まずは「読書」

を通して、様々な情報を得ながら知識を高めたり感性を磨いたりして欲しいと思います。次に「自由研

究」に取り組んで欲しいと思います。自由研究＝理科と結びつけがちですが、身近な疑問や問いを、調

べ、課題解決を図ることは、算数や社会等でも取り組むことができます。ポイントは、「学びのさ・し・

す・せ・そ」です。「さ」は「さがす」（自分なりの問いを探す）、「し」は「調べる」（様々な方法で調べ

る）、「す」は「筋道を立てて考える」（予想したり仮説を立てたりして課題を追究する）、「せ」は「整理

する」（収集した情報を整理し考察する）、「そ」は「総括する」（様々な表現方法でまとめる、学んだこと

を生かす）の視点で「主体的・対話的で深い学び」にチャレンジして欲しいと思います。特に、この夏休

みには、タブレット端末を家庭に持ち帰りますので、「さがす」で興味・関心のあるものから問いを立て

るきっかけをつくることもできます。「調べる」で情報収集のために活用したり、自然の事物・事象や社

会的事象を撮影したり、実験や観察の記録を撮影したりすることもできます。「総括する」で調べたこと

をはじめ、実験や観察の記録を元に考察したことをパワーポイントでまとめる等、昨年までとひと味違っ

た自由研究に取り組めると思います。 

最後に、この夏も感染症対策と熱中症対策をしっかり行いながら「体力の向上」にも努めていただけれ

ばと思います。保護者の皆様には、感染症対策や熱中症対策にも御配慮いただきながら、子供たちの学び

が深まるよう見届けと支援をお願いしたいと思います。 
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緊急事態宣言下での２学期スタート 
校 長  宮 澤 好 春 

 本日、４０日間の夏休みが終わり、２学期の始業式を迎えました。今年の夏休みは、これまでに経験し

たことがない感染症の感染拡大のため、帰省や家族旅行等を自粛された御家庭も多かったのではないでし

ょうか。一方、オリンピックやパラリンピックを生で見る機会はなくなりましたが、テレビを通して、世

界中のアスリートの活躍する姿から多くの感動や勇気をもらった方も多かったのではないでしょうか。 

緊急事態宣言下での２学期のスタートとなりました。朝霞市教育委員会から発表されたように、感染拡

大防止のために、９月６日（月）から分散登校となり、対面授業とオンライン授業を併用しながら子供た

ちの学びを止めず、教育活動を展開していきます。分散登校の実施の方法等については、別途通知を発出

いたしますので、御確認ください。昨年の学校再開時の『ガイドライン』や『衛生管理マニュアル』、『新

しい生活様式』に則った感染予防対策を継続しながら、特に以下のような感染予防の徹底をしてまいりま

す。また、子供たちの心のケアと感染症に関連した差別・偏見・誹謗中傷への対応もしてまいります。な

お、緊急事態宣言が解除され、感染状況等を見極めた上で、「子供たちの学びを止めない」ために感染対

策を講じた上で、今後の学校行事や教育活動の実施の判断をしていきたいと考えてまいります。 

（１）集団感染のリスクを軽減する対策 

  ①健康観察の徹底 ・・・ チェックシートによる健康観察 風邪症状が見られた時の登校自粛のお願い 等 

②感染予防 ・・・ マスクの着用・取扱いの指導の徹底、手洗い・咳エチケット等の指導、教室に消毒常備 

廊下側の壁の撤去と教室の換気、共有部の消毒、給食での会話禁止 等 

（２）感染リスクの高い教育活動の原則禁止 

  ①共通の指導事項 ・・・ 長時間・近距離での活動の禁止、一斉に大きな声での会話 等 

  ②各教科指導 ・・・ 例）音楽の飛沫が飛ぶ活動、家庭科の調理実習、体育の密集・密着する活動 等 

  ③校外行事等 ・・・ 泊を伴う校外学習、学校全体（集会行事）・学年全体が密集する活動 等 

 さて、現在「東京2020パラリンピック」が開催されています。先日の開会式では、片翼で空を飛べな

いと諦めていた飛行機（車椅子の少女）が、様々な障害を抱える中、その障害を翼にして自由に生きる  

仲間たちから「光」をもらい、滑走を始める姿が描かれました。それは、パラアスリートたちが、障害の

有無を超えて、パラリンピックのシンボル「スリー・アギトス」（困難なことがあっても諦めずに、限界

に挑戦し続けるパラリンピアンを表現）に象徴される「可能性」を私たちに訴えかけてくれるメッセージ

そのものでした。様々な障害のあるパラアスリートたちが創意工夫を凝らして限界に挑むパラリンピック

は、多様性を認め、誰もが個性や能力を発揮し活躍できる公正な機会が与えられている場です。すなわ

ち、共生社会を具現化するための重要なヒントが詰まっている大会です。また、社会の中にあるバリアを

減らしていくことの必要性や、発想の転換が必要であることにも気付かせてくれます。だからこそ、感染

症が急拡大する中でもパラリンピックが開催されたのだと思います。日本代表陸上のコーチを務めるポポ

フ氏（御自身もパラリンピック陸上の金メダリストでもあります。）は、「僕はがんで片脚を失い、できな

いと言われることに反発してスポーツを始めた。コロナ禍は国際社会が患うがんなのかも知れない。でも

失意に負けて、挑み続ける勇気を捨てちゃいけないんだ。パラリンピアンたちは、皆その大切さを知って

いる。」と語っていました。パラリンピックの創始者ルートビッヒ・ドットマン氏は「失ったものを数え

るな、残されたものを最大限に生かせ。」というメッセージを発しています。コロナ禍でいろいろな制限

を受けている私たちに向けたメッセージにも聞こえてきます。大きな困難を乗り越えたパラアスリートが

晴れの舞台で生き生きと活躍する姿は、コロナ禍で苦しんでいる人たちに勇気と諦めずに前向きになるき

っかけを届けてくれているようです。 

継承とさらなる発展、新たな挑戦 
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傾 聴 から 忠 恕 へ 
校 長  宮 澤 好 春 

 ９月６日からの分散登校とオンライン授業では、保護者の皆様の御理解と御協力をいただき、子供たち

の学びを止めることなく授業をはじめ教育活動を継続することができました。そして、１０月１日には緊

急事態宣言が解除され、運動会をはじめ各学年の校外学習、体験的な活動等々の学校行事も計画し、その

準備に取りかかっております。学校も通常の教育活動が戻り、子供たちが活発に活動する姿、休み時間に

は元気に校庭を走り回る姿等々が見られ、学校に活気も戻ってきています。引き続き、気を緩めず感染症

対策には万全を期していきたいと考えますので、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

 さて、本校では子供たちの心の変化やいじめの有無を把握するために、夏休み明けに『心のアンケー

ト』を、毎月25日に『ニコニコの日～ハートのふりかえり』を実施しています。集計後、つらい気持ち

や不安・悩み等を抱えている児童には、担任が個別に傾聴しながら、児童の気持ちに寄り添い、抱えてい

るつらさや不安・悩みを軽減、できれば解決に近付くようにしています。「聞くこと」と「聴くこと」は

異なる、と言われています。ある医療従事者の方は、「私が従事している緩和ケアは、患者さんを支える

二つの技術のうち、一つは薬剤やケアの技術・知識ですが、もう一つは『傾聴』を基盤としたコミュニケ

ーション技術です。両者の力を駆使してこそ人を支えることが可能になるのです。」と仰っていたことを

思い出しました。「聴くこと」の中には、傾聴の心と技術が含まれています。傾聴の心とは、苦悩する人

を支える時の心を言い、やはりその両方が大切であると言われています。私たち教員も、研修等を通して

「聴くこと」の訓練を積んでいます。しかし、技術だけが身に付いても、相手は心を開いてくれないこと

があります。小泉元首相や著名人も絶賛する靴磨き職人の井上源太郎さんという方がいらっしゃいます。

職人としての技術はもちろんですが、わざわざ井上さんを訪ねるのは、井上さんと会話がしたいからだそ

うです。心地よい相槌を打ってくれて、相手が誰であってもまたそれがどんな内容でも実に楽しそうに聴

いてくれる井上さんは、お世辞や演技ではなく誠実に対応することが相手に伝わり、相手の心もつかんで

しまうからなのでしょう。まさに、「聴き上手」＝「話させ上手」です。 

 そして、相手の心を理解した後は、相手と良好な関係を築くことが求められます。自分の話を理解しよ

うと話を真剣に聴いてもらえれば、つらさや不安・悩みは軽減でき、聴いてくれる人にもっと話を聞いて

もらいたいと相手との関係が縮まり、次第に心を開いてくれます。相手の気持ちに寄り添って、とことん

向き合う姿勢が心を通わせることにつながっていきます。そして、相手に寄り添う心が「忠恕」の心へと

進化・深化していきます。「忠恕」は、大河ドラマの主人公渋沢栄一翁が生涯貫いた思想で、「忠恕の道は

是よりも近きことあり。人を以て人を治るは二人のやうなれども、心の天理は天下一貫なり」（論語）か

らきており、「真心と思いやりがあること。忠実で同情心が厚いこと。」の意です。目の前につらさや不安

悩みを抱えた児童がいれば、私たち教員は聴き上手から話させ上手となり、その子に寄り添い、そして 

忠恕の心で接していきます。つらさや不安・悩みを抱え、相談できないお子さんがおりましたら、担任や

教育相談担当までお声かけください。今後も、子供たちから「学校が楽しい。明日も行きたい。」という

声がたくさん聞こえる学校づくりをして参ります。 

 

 

継承とさらなる発展、新たな挑戦 
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9/6～ オンライン授業 １年生活科「むしとり」 9/21～通常登校時の授業 9/6～ 分散登校時の授業 

https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A9%E7%90%86-579064


●５月お話朝会「Society5.0 と学校の授業」 

令和３年５月６日 

 

 児童の皆さん、おはようございます。 

 ゴールデンウィークは、どのように過ごしたでしょうか？ 感染症対策を取

りながらお出かけをした人もいたと思います。 

 東京都や兵庫県では、小学校でも新型コロナウイル感染症が広がったという

ニュースがありました。児童の皆さんも、学校ではこれまで以上に手洗い、う

がいをしっかりして過ごしてください。 

 

 さて、今日は、次の動画を見てもらいたいと思います。 

 【内閣府：Society5.0】 

 
 

 皆さんは、この動画を見てどんな感想を持ちましたか？ ドローンの宅配便

や無人トラクター、無人バスなど、まだまだ未来のこと、と思っている人もい

るでしょう。先日の新聞には、埼玉県秩父市でドローンの宅配便が、さいたま

市で無人バスの自動運行の実証実験を始めたという記事も出ていました。動画

で紹介された「Society5.0」＝「超スマート社会」という半歩先の未来は、す

ぐそこまで来ています。ＩＣＴという技術が進化して、新しいサービスが次々

と生まれています。 



では、このような半歩先の未来を生きていくには、どのような力が求められ

ているのでしょうか？ まずは、目の前の課題を解決するために必要な情報を

見つける力や正しいかどうか判断する力が必要ですね。そして、課題を解決す

るために、予想を立てたり、道筋を立てて解決策を考えたりする力を高めてい

かなくてはいけませんね。その時に、一人で考えるより周りの人と意見交換を

したり助言をもらったりすると、考えが深まります。さらに、解決策をわかり

やすく説明する力やプレゼンテーションする力が身に付いてくると、自分の考

えが聞いている人に伝わり、周りの人が応援してくれたり手伝ってくれたりす

るかも知れません。 

 

今年から学校では、タブレット端末が一人一台ずつ使うことができるように

なりました。そして、総合的な学習の時間や算数、理科で、「プログラミング」

の学習も始まっています。皆さんの授業の受け方や学び方が変わっていきます。

十小の皆さんには、このような社会が変わっていく中で、「豊かな学び」を通し

て、「社会を生き抜く力」を身に付けていってください。  

 

最後にこんな授業を紹介して終わります。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●１０月お話朝会｢とどけ～ＳＯＳの出し方｣ 

令和３年１０月７日（木） 

 

 十小の児童の皆さん、おはようございます。１０月になりました。緊急事態

宣言も会場され、少しずつ通常の学校生活に戻りつつあります。運動会をはじ

め校外学習等、楽しみな行事も待っています。マスクを正しく着け、活動のあ

とにはしっかり手洗いなどをして、思い切り学校生活を楽しんで欲しいと思い

ます。 

 

 １０月のお話朝会は、「とどけ、ＳＯＳの出し方」というお話をします。１０・

１１月は、「いじめ防止月間」です。この後、大清水先生からお話がありますの

で、しっかり聞いてください。 

 

 ２学期が始まった頃は、まだ『緊急事態宣言』が発令されていて、新型コロ

ナウイルス感染症に罹る人たちもたくさんいました。そのため、9 月 1７日ま

で｢分散登校｣と｢オンライン授業｣を組み合わせて、授業を進めてきました。夏

休みから分散登校が終わるまで、感染症の不安やオンライン授業の不安や心配、

困ったこと等、いろんな気持ちを出てきて、揺れ動いた人もいたかも知れませ

ん。教室でみんなと授業を受けている時、先生がどこどこをやってください、

とお話をすればすぐに始められたと思います。指示をされたことが分からなく

て困っていると、隣り友達が助けてくれたり、教えてくれたりもします。しか

し、一人でオンライン授業を受けているときは、先生に聞くことができなかっ

たり、隣りで教えてくれる人がいなかったりしたので、とても困った人もいた

かも知れません。 

 少し遡って、夏休み中におうちの人から叱られて、とても落ち込んでしまっ

た人、おうちの人に注意されて自分が悪いことは分かっているのに謝れなくて

悩んでいる人、おうちについひどい言葉を言ったり言われたりして、落ち込ん

でいる人等々もいたかもしれませんね。 

 

 皆さんが辛い気持ちになった時、悩んだ時、悲しい気持ちになった時、心配

なことがあった時、誰かに相談ができますか？ 辛いよ、助けてというＳＯＳ

を出すことができますか？  

 そんな気持ちに時に、見て欲しい動画を紹介します。『とどけ』です。 

 

 ＜全体４分２０秒＞ 

 ⇒１番 ０秒～１分５１秒 

  ２番 １分５２秒～４分２０秒 

 

 

 



 この『とどけ』の１番の歌詞に出てくる ｢つらいなんて、一人だけ言えない

や｣ ｢抜け出す力もうなくて 疲れ切ったぼくは もういっそすべてをやめて

しまえばいいのかな｣ではなく、２番の歌詞に出てくる「一人で耐える強さより、

「助けて」と言える 強さをどうかもって、大丈夫一緒だよ 声を聞かせて。」

のように、「助けて」と言える強さを持って欲しいですし、皆さんが抱えている

辛さや悩み、心配、不安等、心の声を聞かせてください。 

皆さんの周りには、皆さんの辛い気持ちを聴いてくれる大人がいます。おう

ちの人、そして学校の先生です。おうちの人や先生に話しにくい内容は、『ひと

りでなやまいで』で、紹介している相談室や相談ダイヤルでも、皆さんの辛い

気持ちなどを聴いてくれます。 

 

 次に、この動画『いじめをノックアウト～つらい気持ち相談できますか』を

見てください。 

○チャプター０３、０４ 

【２分 18 秒～５分２４秒】 

 

○チャプター０５、０６ 

【５分２５秒～７分２６秒】 

 

 

話合いの中で、拓也君は「相談したけどあまり変わらなかった。まだからか

いあるし。」「一人に相談すると全員に広まるから相談したいくない。」と言って

いました。しかし、3 人と話しをしている中で、拓也君は涙を流していました。

なぜでしょうか？ 友達が真剣に話しを聞いてくれた。味方してくれたことが

嬉しかったようでした。 

 

皆さんの周りには、辛さや悩みなどを声に出せない人がいるかも知れません。

そんな時、「一人で悩まないで」、「声に出してみて」と声をかけてみてください。

皆さんの周りには助けてくれる人が必ずいます。 

特に、周りにいる大人は、皆さんに寄り添ってくれます。支えになってくれ

ることを忘れないでください。辛いよ、困っているよ、助けてよ、という    

ＳＯＳは届けてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 


