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「自尊感情を高める」
校長 矢部 裕之
朝晩の寒さが増し、いよいよ冬本番を迎えました。１年が過ぎるのは
早いもので、今年も最後の月となりました。振り返ると今年もいろいろ
なことがありました。日本の各地で異常気象による災害や地震による被害等で被災された皆様
には大変な思いで過ごしてきた年となったのではないでしょうか。今年は平成最後の年となりま
したが、来年は被災された地域の、一日も早い復興が進むことと、よいことがたくさんある年とな
ることを願っています。
さて、ある調査（平成 22 年度 国立青少年教育振興機構 子供の体験活動の実態に関する調
査研究）によると子供の頃の体験の重要性を示す結果があります。ひとつは子供の頃（中学生
まで）の体験が豊富な人ほど、高校生になってからの共生感や意欲･関心、人間関係能力、職
業意識、規範意識などの資質･能力が高い傾向にあります。また、日本人が特に低いと言われ
ている自尊感情、自己肯定感の醸成についても体験によって自信がつき、やればできるという
自己肯定感が見に付くことも報告されています。こうした調査結果を見てみると、子供の健やか
な成長にとって、子供の頃の自然･生活文化･社会体験、地域の活動、家族行事などの体験が
いかに大切であるかがわかるとともに、「子供の頃の体験は豊かな人生の基盤」になっていると
も言えます。
皆さんも、子供の頃に体験してきたことは、今もきっと心の片隅に残っていることと思います。
もちろん、よい経験だけでなく悪い経験もあるかと思いますが、いろいろな経験をすることで次
への一歩につながってきたことだと思います。したがって、子供たちがたくさんの経験を積み重
ね、成長してきたことをしっかりと認めてあげ、励ましていくことが重要となります。子供たちは
日々成長をしています。ずっと一緒にいると気付かないことが少し離れた目線で子供を見てあ
げることにより気付くことがたくさんあります。学校教育を進めていく上で、これからも子供たちに
はいろいろな体験を経験させていきたいと思います。ご家庭でも子供の成長を応援していける
機会を設けてあげてください。
いよいよ音楽会が近づいてきました。子供たちは一生懸命に取り組んでいます。多くの視線
を浴びて緊張する中で、また違った成長を遂げてくれることと確信しています。当日はたくさん
の応援をよろしくお願いします。お子様の学年だけでなく、他学年の発表も応援してください。
音楽会が終わると２学期もあとわずかとなります。今年も様々な学校行事等へのご協力を感
謝いたします。来年は、新しい元号を迎える年となります。学年のまとめに向け子供たちがしっ
かりと成長していけるように教職員一同、力を注いでいきます。来年もよろしくお願いいたしま
す。

１１月の学校生活
秋津東小学校創立４０周年おめでとう
１１月８日(木)に、秋津東小学校創立４０周年おめでとう集
会を行いました。
１年生の児童は、「４０周年おめでとうケーキ」を図工の学
習で製作し飾りました。２年生～６年生は「４０周年おめでと
う」横断幕の文字を作成しました。
集会では、秋津東小ができる前の土地には竪穴式住居の跡地があったことやパソコンルームは創立後
２０年たってからできたことなどのエピソードが古い写真と共に紹介されました。また、スイミーの日
本語訳等で有名な詩人の谷川俊太郎さんが、本校の校歌の作者であることも紹介されました。
４０周年の記念リーフレットと、PTA に買っていただいた下敷きを配布いたしましたので、ご家庭で
も話題にしていただければと思います。

１１月は、読書月間でした。
読書の秋です。本校では、年間の読書目標を、低学年では１００冊、
中学年では４０冊、高学年では６０００ページとしています。
１１月１日に図書委員会による集会がありました。ビブリオバトル
の形式の集会で、図書委員がお薦めの本を紹介し、児童が「より面白
そうだ」「読んでみたい」という本に投票しました。結果、秋津東小
学校のビブリオバトルの人気だった本は、
１位 ５分後に意外な結末
２位 ざんねんな生き物事典
３位 グレッグのダメ日記
でした。児童らの読書への関心が高まり、図書室へ行く機会も増え
ました。
また、ロビーに各学年が国語の教科書に出てくる話に関連した本
を展示しました。関連読書で、幅の広い学習ができました。今後も
たくさんの本を読み、読書に親しんでほしいと思います。

１１月３日(金)秋のティーボール大会
秋津東小学校からは、秋東 Jr.レジェンドメッツ(3 年生)、平成最後の秋東 JAPAN(４年)、アキヒガ Sochan
ず(5 年生)、黒ヒゲやまちゃんズ(6 年生)の 4 つのチームが出場しました。たくさんの保護者の方々の応援あ
りがとうございました。
4 年生の部で「平成最後の秋東 JAPAN」が優勝しました。また、6 年
生の部で「黒ヒゲやまちゃんズ」が準優勝しました。

１１月１０日(土)学校公開・走ろう会
学校公開には 281 家庭の保護者が参観に来てくださいました。秋
晴れの下で行われた走ろう会では、保護者の方のたくさんの応援の

おかげで、子供たちは元気よく走ることができました。また、体育館では、ヒッポファミリークラブの
ご協力の下、１・２年生の国際理解教育の授業がありました。多くの保護者の方の参観する中、子供た
ちは、外国文化を楽しみながら学ぶことができました。

１１月１４日(水)２年生のうどん作り
伝統文化推進教育の一環として、毎年 2 年生が東村山の郷土食である
うどん作りに挑戦しています。
今年も、地域に長くお住まいの方々をゲストティーチャーとしてお招
きし、うどん作り体験学習をしました。多くの保護者の方のお手伝いあ
りがとうございました。

１１月２１日(水)はるびの郷との交流
本校では、毎年 4 年生が、総合的な学習の時間にはるびの郷と交流しています。1 回目は、はるびの郷の施
設見学をしました。2 回目の今回は、お年寄りに楽しんでもらおうと自分たちで内容を企画しました。この日
は、１組の児童が訪問し、全員で秋津ばやしと歌の披露をしました。次に自分たちが考え準備した遊び(お手
玉、とんとん相撲、輪投げなど)で交流しました。子供たちは、丁寧
に説明し、気を遣ってお年寄りと交流していました。お年寄りの涙
ぐみながら喜んでいる姿から、子供たちも充実感を味わいました。
２組は１２月に訪問します。

11 月 11 日(日)産業まつりに有志が出演
ここ数年、産業祭りのアト
ラクションに、有志児童によ
るにんば踊りで参加しています。本校は、運動会での演技で秋津囃子を
行うので、３年生以上の全員の児童が秋津囃子を踊ることができます。
今年は児童が２０名参加しました。お休みの日にご協力いただいた保護
者の皆様、ありがとうございました。
児童らは、たくさんの参観者に見守られながら、秋津囃子保存会の演
奏でにんば踊りを披露しました。たくさんの拍手が響きました。児童ら
は、祭り囃子保存会の会長にねぎらいの言葉をいただき、またお菓子等のお土産をもらって、満足そうでした。

12 月の生活指導 生活目標 学校をきれいにしよう 「ありがとう」のお礼をしっかり言おう
☆インターネット・スマートフォン・SNS 関連のトラブルを防ぐために
市内小中学校から、スマートフォンの SNS 関連のトラブルが報告されています。SNS はインターネットを経由
していますので、一度、外に出た情報を完全に消し去ることはできません。その危険性を理解せずに子供に使わせる
ことは、大変危険です。実際に SNS の中で友達同士のトラブルが起きたときでも、学校でできるのは、児童への危
険性の指導と、その後の人間関係が大きく崩れないようにすることぐらいです。また、周囲からは見えない人間関係
を構築できることも怖いところです。
「自撮り画像」による被害も報告されています。
各ご家庭では、インターネットを安易に利用させるのではなく、まずは保護者の方でその危険性を十分に検討し、
予防・対応の方法を考えておいた上で、きちんとルールを作り、子供に明示することが必要です。
「欲しがるから与
える・使わせる」前に、十分にご検討をお願いします。

１２月の行事等予定
日

月

SC: スクールカウンセラーの先生がみえる日です。

火

水

木

金

土
１２／１
土曜講座(野球
ティーボー
ル・理科工作)

２

３
全校朝会
委員会・
SC・ALT・PC
サポート

４

５

６
朝学習・避難訓 (3-1 は 5 時間授 朝学習・巡回
練・給食費集 業)・安全指導・ 相談員来校・
給食費集金・放 音楽会準備
金・ALT
午前授業

７
朝読書・
音楽会(児童
鑑賞日)

課後遊びなし

五年生人権パネル展示 市役所いきいきプラザ
９

１０
全校朝会
クラブ・SC

１６

１７
１８
１９
あきひがわくわ
全校朝会・
朝学習
委員会)・SC くタイム・租税

８
朝学習
音楽会(保
護者鑑賞
日)・給食な
し

１１

１２
１３
１４
１５
あきひがわくわ 朝学習・全生 ひまわり班集 朝読書・読書
くタイム
園見学(６年) 会
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ(高学
年)・PC サポ
ート
２０
なかよし集
会・保護者会
(3・4 年)

２１
２２
朝読書・保護
者 会 (1 ・ 2
年)・給食終了

２６
冬季休業日始

２７

２８

２

３

教室(6 年)・保護
者会(5・6 年)

２３

２４
天 皇 誕 振替休日
生日

３０
６

２５
２学期終了
式・大掃除
３１
１／１
大晦日
元旦
７
８
冬季休業日 3 学 期 始 業
終
式・給食なし・
下校 12 時 30 分

２９

機械警備始

４

５
機械警備終

９
安全指導・給
食開始・発育
測定(１年)

１０
体育朝会・発
育測定(２
年)・ALT

１１

１２

朝読書・読書ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ(低学年)・
発育測定(3 年)

◎１２月８日(土)は、音楽会です。詳細は、事前に配布したプリントやプログラムをご覧ください。尚、
振替休業日はありません。
◎１２月２８日（金）から１月５日（土）の朝まで機械警備になり、学校敷地内には入れません。
◎１２月３日（月）から１２月６日（木）まで５年生が作成した人権パネルが、市役所いきいきプラザ
１階ロビーで展示されます。ぜひご覧ください。
◎１２月は、体罰防止月間です。学校として、体罰や暴力のない楽しい学校生活づくりを目指し、児童に「暴
力はいけないこと」について講話を行い、各学級では、楽しく学校生活が送ることができるようにするため
に、児童にアンケート調査を行います。各家庭においても、お子様の声に耳を傾けたり、学校生活における
出来事などについて話し合う機会をもったりするとともに、人を大切にすることや暴力はいけないというこ
とについてご確認の上、何かお子様について心配なことがあれば、いつでも学校にご相談くださるよう改め
てお願いいたします。

