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子どもの自尊感傍を　より高めるために

副校長　今宮　直樹

今年の学習発表会も､おかげさまで盛況に終わることができました｡参観名簿の配入着数で

保護者400人､地域･来賓の,少が42人の合計.442人という多くの方に来校していただき

ました｡今回も､高円寺北子供囲園児と高円寺中学校生徒の作晶が鹿示され､子･小･中学校

の11年間の連携が行われました｡また､､テーマをr見せよう　聞かせよう　わたしたちを｣と

して､それぞれの学年が佃性を生かし､皆様に十分にr見せて｣ r開かせて｣伝えることができ

たように思います｡ご参戦本当にありがとうございました｡この活動から､子どもたちは､自

信をつけ､自分の存在をより確かめられたことのように思います｡

ところで､この｢自信をつける｣ということについて少し考えてみます｡

r自尊感情に関する調査｣では､自分に自信がもてないことはrやる気がおきないj rすぐに

あきらめる｣ ｢自分で判断できない｣ ｢学習意欲が低い｣ r人の評価が気になるI r消極的になる｣

などの様子が見られると言われています｡本校でも､挙手する子どもが少ない､自分から進ん

で挨拶ができないなど､消極的で自信がもてていない子どもたちが見受けられます｡自信をつ

けるということは､自分のよさを見出し､より自分が好きになり､生きていく上で欠かせない

大変重要なこととして捉えます｡

そこで､自尊感情をどのようにして高めるとよいのかについての視点を考えてみました｡都

教委の研究報告書では､教師が子どもに対してrよさを見付けるJ r励ますJ r蕉める･静めるj

rかかわるJ r可能性を広げるJの5つが示されています｡これは､ご家庭でもそのまま置き換

えられます｡また､腰科学では､適切なタイミングに適切な称賛などの言葉がけを繰り返し行

うことが自信につながり､長期的に見てもよいと言われているとのことです｡

本牧の子どもたちが物事に前向きに放り組み､自尊感情をより高めていくた削こ,キーワー

ドとして｢タイミング､励ます､藩める､言葉をかける｣が大切です｡学校と家庭で一緒に取

り組んでいけるよう､ご協九をお廉いいたします｡

いよいよ師走となります､ 2学期も樺々な場面でご理解･ご協力をいただきありがとうござ

いました｡ 3学期も変わらぬご支援の笹をどうぞよろしくお顔いいたします｡

生活の月日棲(12月)

◆ものを大事に使いましょう.
･掃除用具をていねいに扱いましょう｡ ･お金の使い方を考えましょう｡

･使った用具の後始末をしっかりしましょう｡

･みんなが使う用具は大切に扱いま1,'よう｡ ･鼻のまわりの整理葺頓をしましょう｡

強食の月目標(1 2月)

◆みんなでなかよく楽しい食事をL,ましょう.
･食事の時の貫西気づくりをしまLJ:ラ. ･友達と仲良<食事をしましょう｡



新学闇熟えて　少人数芸≡由美子

今年は新学習指導要領実施1年目｡学習内容も以前とは指導する学年が変わったり･中学校

から戻ってきたものもあっrCりL,ます｡教科書も採択された出版社が変わり･新しくなりまし

た｡今年の教科書を使って指導して感じることは練習開港の多さです｡どの子にもL/つかりと

身につけてほしいということから･多くの聞箆が教科書に載っています｡子ともrCちか数学的

な考え方を身につけることを嘉一に考えて授業を進めているため･宿題や練習闇箆の害え合わ

せに使う時間は取らず､ノートやプリントを集めて採点し･翌B返して直させるようにしてい

ます｡教科書の聞題ができたら赤丸･やり直したら青丸を教科書に書かせ･すべての開廷をや

り終えたら､ 2学期から教科書の各単元の最初のペー-Pfこシールを貼るようにしています｡授

業が終わると,やり直しをしたノートと教科書を何人もの子ともたらが持って来るので･たち

まち私の机の上は教科書やプリントでいっぱいになります｡教科雷に加え･ 4 ･ 5年生のドリ

ルも見ているのです机ドリル学習ではお家の方が丁寧に丸つけをしてくださるので･本当に

感謝しています.ドリル学習の害え合わせを子ともたちにさせると､答えを見てしまうので害

ぇを暮き写すことになってL,まい･再度やり直L,て本当に自分ではできなかっrCのかどうかを

確かめることができなくなります｡採点されたドリル用ノートの1枚1枚を見せていただきな

がら､計#式のかき方をチェックしたり･間違いの意味を考えたりしています･一人一人の丸

っけをしていたら､とてもそんなことはできません｡そうした輿重な時間をお家の方にいただ

いているのですから､その分しっかりと子ともrCちに向き合い･ ｢でき削lことをできるように

なった､わからないことがわかるようになった菩びや成就感｣を一人でも多くの子ともたちに

味わわせてあげたいと患って毎日がんばっています｡

毎日ドリルのやり直しをしに来る子･毎日計算練習をしに来る子飢lます｡ 1冊のドリルを

やり終えたり､単元のシールを貼ってもらったりする時の子ともたちの嬉しそうな鎖を見るの

か私は大好きです｡その実弟がた<さん見られるように･担任の先生方と一橋にがんばってい

きますので､これからもどうぞよろしくお酌lLます｡

【お知らせ】
1年4カ月産休代替として勤務された音楽の浦野啓介先生が､ 12月で終わりとな

りますD l月から臥上林千秒先生が復帰され､指導することになります｡

浦野先生これまでのご指導､ありがとうございました｡
･12月より1ケ月間､校門曹億の飯塚官茂さんから､頓所修(とんしょおきむ)

さんに代わります｡よろしくお廉いします｡

ユニセ7事象に三協7)電at轟いt'暮すE

事虞24年柑24B(火ト20B休拍3Bnの登校時間に､計画番長が中庭で
ユニセフ募金活動をします｡学校で臥ユニセフ募金についてのDVDを1 2月に

各学級で篭ることになっています｡

ユニセフについての小さなチラシを配布する予定ですので､ぜひご家庭でもユニ

セフ募金について話し､募金にご協力くださいますようお廉いしますら



季長会･クラブの紹介
各委員会の委員長､各クラブのクラブ長が､今年度の活動について解介します｡

◎　委　員　会

修5草月会ノ計画香魚会では､主に大きな行事の計画､司会進行などをします｡行事は､
運動会､ふれあい集会､ユニセフ募金､ 6年生を送る会などです｡みんなの役に立ちた
い!と思った人は､ぜひ計画香魚になってください｡　　　　　　　　　　　(杉本剛規)

償金草月会ノ集会番長会で柱､ 1年生から6年生の全学年が児童集会で楽しめるような
遊びを全且で考えています｡ 1年生にとって初めての集会では､学校○×ゲームをしま

した｡これからもみんなが楽しめるゲームを考えていきたいです｡　　　　　(千田　麗)

(5密香月会)衆境委員会では､プレコ､コィ､ウーパールーパー､金魚､水カメ､ザ9

ガニにエサをあげています｡水そうを掃除します｡希境香魚会のいいところは､生き物

を大切にしていることです｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(小林将太郎)

(qa草月会)放送委員会の主な仕事は､朝と昼の放送です｡また､朝会や集会で使用し
たマイクの片付けも仕事の一つです｡少しずつですが､昼の放送で本の紹介など創意工

夫した放送を計画しています｡.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(佐々木　慈人)

(床8番月会ノ保健委員は､主に､石けんを入れ替えたり､ウオータークーラーの水の検

査をしたりします｡また､毎週火曜日にハンカチ､ちり紙検査をします｡みなさんが健

康でいられるように､これからも保偉香魚全長でがんばります｡　　　　(村田　柚子)

(m曹皐月倉)国書香見会では､ r本を好きになってもらおうj　という目標を立て､本の整
理や本の紹介などの活動を行っています｡みなさんに本を好きになってもらえるように

これからもがんばります｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(永野彩瑛)

(併斉香月会)体育委員会は､主に休育館と校庭の倉庫を掃除しています｡みんなが体育
を好きになるようにするという香魚会の目標に向かって､サッカーやドッジボール､バ
スケットボールなどのゲームをするイベントをしています｡　　　　　　(山本米韓)

◎ク　ラ　ブ

(gガスポーアクラ7)屋外スポーツクラブは､主に外でできるスポーツをやります｡具

休的には､サッカー､野球､ドッジボールなどをやります｡スポーツが好きな^rも苦手

な人も､一緒に体を動かしましょう｡ぜひ入ってください｡　　　　　　　(村田　幹太)

(着Jlス#-ブクテ7)室内スポーツクラブ姓､バスケットボールやソフhバレー､卓球

などの基内でできるスポーツをしています｡できるだけ長い時間やるために､チャイム

前に集合し､てきぱき行動することを心がけています｡チームをつくり､試合をするの

が楽しいです｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(相馬　あい)

(##クタ7)理科クラブでは､いろいろな実験をやっています｡今までにやった実故で

臥割れないシャボン玉を作ったり､電池を使った実験をしたりしました｡次は､魚を
っかまえるわなを作る予定です｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　(宮内天人)

(/''yコンクタブ)パソコンクラブでは､まん画を作ったり､カレンダーを作ったりしま

す｡まん画は手で描いたり､ソフトの中にあるスタンプを使ったりして､自分だけのオ

リジナルス1､一リーを作ることができます｡　　　　　　　　　　　(佐々木悠人)

(手伊ククヲ7)手作りクラブは､主に､手芸をしたり､お菓子を作ったりします｡みん
･なで計画して､楽しく協力して､ケーキやクッキーを作り､試食します｡家から持って

きた布などを使って､好きなマスコットなどの小物やかざりを作ります｡ (大住百香)

(芽慶びクタブノ昔遊びクラブは､主に花札や竹馬などをします｡昔の遊びを知り､体験
できるのでいいです｡また､とても楽しく､和やかなクラブです｡皆さん楽しめると思

うので､ 1-5年生のみなさんはぜひ入ってください｡　　　　　　　　(安田弥生)

(マンガ･Z伊クヲ7)ぼくたちは､木工作､焼き物､プラバン､マンガなど色々なもの

を作ったり､括いたりします｡みなさんも､マンガや工作を一緒に楽しみませんか｡
(吉田　能生)
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※冶食費引落日臥12月7Bです｡口座の残高をこ確守下さい｡

☆牛乳は21日(水)以外､毎日つきます｡


