
 

 

 

 

 

 

 

                  勇気付けて伸ばす 叱られて育つ         校長 加納直樹 

子供のよいところを見付けて褒めることは、子供を育てるときに必要なことです。ほめほめ大作戦、褒め言葉のシャワーな

どの指導法は、最近の教育書にも取り上げられることが多いようです。 

しかし、自分の子供時代を振り返ると、親や先生にそこまで褒められていなかったな。どちらかというと叱られたことの方が

多かったと感じます。 

「褒めること・叱ること」は、子供を育てる上で、どちらも大切です。 

最初に、子供を「褒めて伸ばす」という観点から少し書かせていただきます。「褒めて伸ばす」と書きましたが、大切なポイン

トは「勇気付けて伸ばす」ことだと思っています。「褒める」と「勇気付ける」は、似ているようで異なるところがたくさんあります。

米国の心理学の教授が、小学生に簡単なパズルを解かせました。簡単なパズルだったこともあり、結果は、ほとんどの子供

たちがよい成績を修めました。その子供たちを「Ａグループ」と「Ｂグループ」に能力に差が生じないようランダムに分けました。

そして、Ａグループの子供たちには、「パズルが解けて頭がいいね。」「あなたは知能が高いね。」など才能や能力を褒めまし

た。Ｂグループの子供たちには「よくがんばったね！」「集中してできたね！」など努力したことを褒めました。すると…その後、

同じ子供たちに「難しいパズルと簡単なパズルがあるけど、どっちを選ぶ？」と問いかけると、Ａグループの多くは「簡単なパ

ズル」、Ｂグループの多くは「難しいパズル」を選びました。その後、Ａグループ、Ｂグループともに「難しいパズル」を与え解かせ

ました。結果は、才能や能力を褒められたＡグループより、努力を褒められたＢグループの方がパズルをよく解けるようになった

そうです。このことは、才能や能力を褒められたＡグループは、自分をよく見せようとする心理が働き、難しいパズルで失敗す

ることを恐れ、結果として、新たなことに挑戦しようとする向上心が低くなったと考えられます。努力を褒められたＢグループは、

自分が努力したことや集中できたことを褒められたので、一生懸命がんばっている時は、よい結果が出るというプラスの心理

が働きます。その結果、難しいパズルに挑戦したり、もっとがんばろうと考えたり、前向きな気持ちになれたと考えられます。 

「褒めて伸ばす」とよく言われますが、簡単なようで難しいことです。 

そして、もう一方で大切な叱ること。人が人を指導するとき、当事者同士の信頼関係は大切です。「信頼できる人の指導

ではないと、指導は受け入れられない」と感じる児童も多く、児童を指導する場合、何を言うかではなく、誰が言うかも大切だ

と考えています。ですから、親と子・教師と児童が強い信頼関係で結ばれていることが重要なのです。信頼関係が築けて

いるからこそ、厳しく叱ることは有効です。そのために、児童に正しい叱られ方を指導しなくてはいけません。ある教育者は 正

しい叱られ方の５つのステップがあるといっています。 

ステップ➊ 受容…叱られるということは、自分の行った間違いを指摘されていることであると受け入れること。 

ステップ❷ 反省…悪いことをしてしまった。よくない行為だった。と、素直に認めること。 

ステップ❸ 謝罪…自分の非を認めて、反省したことを言葉に表すこと。 

ステップ➍ 改善…同じ過ちを行わないように、次からどうすべきかを決め、実行すること。 

ステップ❺ 感謝…自分の成長のために、叱ってもらえてありがたいと思うこと。 

このようなステップを学習し、体得している児童は、叱られたことをバネにして、失敗したことも力に変えて、強くたくましく成長

できるのです。校長の私は、三谷小学校の子供たちには、明るく元気で、多少の困難にくじけることなく、新たなことに挑戦

する『たくましい子』に成長してほしいと考えています。 

保護者の皆さんも、我が子がどういう人に育ってほしいか明確な考えをもつことが大切なことだと思います。誠実で思い

やりのある子供になってほしいと強く願っているなら、子供にそのことを話したり、誠実な態度や行動をしっかり褒めたりするでし

ょう。つい、子供の能力や行動の結果に目がいきがちですが、結果に至るまでの過程をよく見て、努力を評価したり、目標

を達成した喜びを共感したり、わがままや甘えや嘘を叱ったりすることが大切だと思います。 

そのためには、日頃から子供が学校や家庭、地域でどういう生活を送っているか把握して、日頃からコミュニケーションを

とることが大切ですね。 

平成３０年１０月３０日 

学校だより １１月号 

NO.５３５ 

杉並区立三谷小学校 

みんなでつくる わたしの いきいき生活 運動 推進中 



「東京都児童・生徒体力・運動能力調査結果」 

主幹教諭 鈴木 順也  

５月の健康教育デーに、保護者の皆様にご協力いただき、体力調査を行いました。子供たちの体力・運動能力の状況を調査

しています。その結果を受けて、より子供たちの体力・運動能力の向上のために、指導方法を工夫していきます。 

体力調査の種目は、① 握力（筋力） ② 上体起こし（筋力・筋持久力） ③ 長座体前屈（柔軟性） ④ 反復横跳び（敏捷性） 

⑤ ２０ｍシャトルラン（全身持久力） ⑥ ５０ｍ走 ⑦ 立ち幅跳び（筋パワー）⑧ ソフトボール投げの８種目になります。 

下のグラフは、今年度の調査結果において、杉並区小学校の平均を「５０」とし、本校６年生について各種目の結果と比較し

たものです。５０を下回っているものは区平均より低く、５０より上回っているものは区平均より高いものとなります。（本年度の東

京都児童・生徒体力・運動能力調査結果の詳細の数値につきましては、三谷小学校のホームページに掲載いたしましたので、

ご覧ください。） 
 

 平成 30年度 東京都児童体力・運動能力調査東京都と三谷小学校（６年）の比較（全８種目） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 〇体育・保健授業の改善  

学校の体育学習で様々な運動の行い方や楽しみ方を学習します。私たち教師の授業力向上のために、研究を行ったり、

専門家による児童への実技指導を行ったりしています。また、体育学習で学んだことを日常でも生かすことができるようにし

ていきたいと考えています。 

〇運動の日常化  

体育の授業だけでは、運動量が足りません。１日４０分から６０分が運動の目安です。本校では地域の方のご協力のもと

朝遊びを行っています。朝の運動タイムや休み時間にも校庭に出て遊びを通して運動を行うことを奨励しています。また、

長なわ跳びや持久走の記録会を目標として多くの児童が運動に取り組んでいます。ご家庭でも休日や放課後に一緒に遊

んだり運動したりすることにより、子供たちの運動への意欲や体力も高まります。 

 6 年男子では、立ち幅跳びがほぼ平均値で

ある以外は全ての種目で東京都の平均を若

干下回っています。特に５０ｍ走、反復横跳び

など素早い動きを必要とする動きが苦手な傾

向にあります。直線的な動きの運動だけでは

なく、鬼ごっこや長なわ跳び、サッカー、バスケ

ットボールなど、急な方向転換や巧みな動きが

必要な遊びやスポーツを行っていくことが必要

です。 

 6 年女子では、ソフトボール投げ、立ち幅跳

びで東京都の平均を上回っています。長座体

前屈、２０ｍシャトルランはほぼ平均値です。男

子同様５０ｍ走、反復横跳びの他に、握力が

東京都の平均を下回っています。学校ではの

ぼり棒やうんてい、鉄棒での運動を行う中で握

力を高めていきます。野球のボールやソフトボ

ールを投げたり、重いものを持ち上げたりする

ことでも、握力が高まります。 

学校では児童の体力向上のために以下のことに重点をおいて活動をすすめていきます。 
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農芸高校との交流 

８月にアクティブライフ研究実践の取組のひとつとして、都

立農芸高校の馬術部のご協力のもと、馬術体験教室を開催しま

した。厩舎を見学したり、馬のことを質問したりした後、実際、

一人一人乗馬をしました。馬とふれあうことで馬のことについ

て多くのことを学ぶことができました。 

自分たちの地域や学校で、馬と 

間近に触れ合える。これは、三谷 

小学校ならではの環境と言えます。 

 

 

 

長なわ跳びの取り組み 

 一昨年度から始まった朝の運動タイムを利用して長なわに取り組んでいます。今年度は１学期に、校内長なわ跳び記
録会を行いました。８の字跳び５分間の回数で競います。今年度は、各学級、休み時間などを利用し、一生懸命練習を

行っていました。１年生は初めてのことなので、初めは動いているなわの中に入れなかったり、跳ぶタイミングが分からな

かったりしていたのですが、練習を重ねる度に上達し、タイミング良く跳べるようになってきました。６年生は、連合運動会

でも長なわ跳びの記録会があるので、クラスの記録を更新できるように、跳び方や順番、なわの回し方などを研究し、練

習を重ねました。また、杉並区で開催される「長縄グランプリ」に、今年度は５チームが参加します。他の学校とも記録を競

うことができる良い機会に、少しでも各チームの自己記録を更新できるよう、休み時間を利用して練習に励んでいます。 

   

１組 ２組 ３組

１学期 １学期 １学期

１年 135(H28) 54 74 26

２年 255(H29） 54 78 121

３年 381(H29) 200 305 218

４年 521(H29) 297 413 303

５年 488(H28) 432 421 402

６年 651(H29) 366 333 213

たてわり 1610(H28） 1403 1624 1283

杉並区立三谷小学校　平成30年度　長なわ跳び　記録表

学年×100回以上を目指せ！

最高記録

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２学期は、１１月１６日に今年度二回目の記録会を行います。長なわ跳びは、素早い動きや巧みな動きの質を高める効
果があります。また、全員の気持ちが一つになって練習をしないとなかなか回数が伸びません。そういった意味では、クラ

スの結束を高める良い機会です。各クラス、それぞれの目標に向かって練習中です。 

 

 

三谷小学校では、地域の様々な学校や団体、幼稚園や保育園と連携した取組を行っています。 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園や保育園との連携 

 １・２年生の低学年を中心に、近隣の幼稚園や保育園

と交流をしています。７月は、２年生が畑で育てたミニ

トマトの収穫を保育園児にも体験してもらいました。

普段は２年生自身がが中心となって収穫しています

が、この日は保育園児に収穫の仕方についてアドバイ

スしていました。 

 もぎ取ったトマトを教室で一緒 

にスケッチしました。形は丸い・ 

手触りはつるつるだ・へたは緑色 

などを話し合いながら、一緒に絵 

を完成させることができました。 

杉並工業高校との交流 

７月の土曜授業にて、５・６年が杉並工業高校との交

流授業を行いました。 

５年生は、杉並工業高校の生徒から「プログラミング」

について教わりました。パソコンに行いたい指示を入力

すると、LED ライトがついたり消えたり、点滅したりし

ます。子供たちは楽しみながらプログラミングについて

学ぶことができました。 

６年生は、杉並工業高校に行き、ホイッスルやキャン

ドル、校歌の流れる電子オルゴール 

といったものづくりを体験しました。 

はんだごてなどの道具を上手に使い 

こなし、素敵な作品を完成させるこ 

とができました。 

ワセダクラブとの交流 

三谷小学校では、体育の授業にラグビーを取り入れ

ています。４年生以上がワセダクラブの方からラグビ

ーの簡単なルールやボールの扱い方を教わります。 

授業を通して、子供たちはラグビーの魅力や思い切

り体を動かす楽しさ、 

みんなで協力することの 

大切さを学ぶことができます。 

 

平成 30年 6月 29日記録 

 

1年 160回

2年 291回

3年 318回

4年 481回

5年 556回



学校運営協議会 

１１月１７日（土）１２：００～１３：００ 

議題：アクティブライフ研究実践の成果と課題 

１１月の学校行事 

SC…スクールカウンセラー来校日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 学 校 行 事 

１ 木 
言葉の学習 連合運動会予備日 
月曜時間割 

２ 金 
安全指導  全校５時間授業 
ICT 授業公開（５時間目）      

３ 土 文化の日 

４ 日  

５ 月 児童朝会 委員会活動 

６ 火 
読み聞かせ・朝読書  
避難訓練（３年起震車体験） 

７ 水 
全校４時間授業 
ラグビー授業（４－３・６－１） 

８ 木 
児童集会 小児生活習慣予防検診４年 

SC 

９ 金 外遊び 

10 土   

11 日  

12 月 児童朝会（学年・学級） クラブ活動 

13 火 読み聞かせ・朝読書 

14 水 
全校４時間授業 
ラグビー授業（６－２・６－３） 

15 木 言葉の学習           SC 

16 金 運動タイム  全校５時間授業        

17 土 
第７回土曜授業（授業参観日） 
道徳授業地区公開講座（いのちの教育） 
認知症サポーター講座４年 

18 日  

19 月 児童朝会 

20 火 読み聞かせ・朝読書 生活科見学１年 

21 水 
町たんけん２年 
ラグビー授業（５－１・５－２） 
クラブ活動 ３年クラブ見学 

22 木 児童集会 

23 金 勤労感謝の日 

24 土  

25 日  

26 月 交流給食 

27 火 音楽集会（５年発表） 中学校訪問５年 

28 水 
全校４時間授業 
ラグビー授業（５－３・４－１） 

29 木 
読み聞かせ・朝読書        SC 
連合音楽会（５年） 全校５時間授業 

30 木 アクティブライフ研究実践校報告会  

 

１１月の生活目標 

○外に出て元気に遊びましょう。 

校庭の木々は色づき始め、銀杏の木からは、ぎ

んなんが落ち始めています。１０月２２日から、

子供たちによるぎんなん拾いが始まりました。ま

た、子供たちの服装もいつの間にか長袖に変わり、

上着を着ている子が増えてきました。秋の訪れを

感じます。学習をするのにも運動をするのにも、

大変気持ちのよい季節です。 

 １１月の生活目標は「外に出て元気に遊びまし

ょう」です。「外に出て遊ぶこと」により、運動量

を確保し、しっかり体を動かすことで、病気に対

する抵抗力も上がります。また、友達と楽しく遊

ぶことにより、気持ちが前向きになり、学習にも

集中できるようになります。 

 休み時間には多くの学級が長なわの練習に取り

組んでいます。先日行われた、運動タイムでの記

録の計測では、新記録が出た学級も多かったよう

です。残念ながら、新記録の出なかった学級も必

死に練習に取り組んでいます。学級で、めあてに

向かって、「どうしたら記録が伸びるか」など、一

緒に話し合ったり練習したりする中で、協力する

気持ちも育ってきます。どの学級もそれぞれの目

標を達成してほしいと考えます。 

  

 最近、落とし物が増えています。そのほとんどが

まだまだ使えるものばかりです。また、記名してい

ないものがほとんどで、持ち主のもとに帰ることは

ほとんどない状況です。自分の持ち物には、必ず記

名をしていただき、物を大切にするようにさせてい

きたいと思います。ご協力お願いします。 

 

１１月３０日(金)  

東京都教育委員会 アクティブライフ研究実践校報告会 

１５：２０～講演会「子供たちの健康のために・・・」 

 講師 ： 末永 祐介氏（東京女子体育大学） 

 


