
 
 
  
 
 

教育目標  あたたかな心をもつ  すすんで学ぶ  さいごまでやりぬく  つよいからだをつくる 
 

認めて育てる 

副校長 宮林 伸之 

校庭の植物も成長し、日に日に姿を変えています。かしわ学級の花壇に植えてあるトマトやキ

ューリ、ナスはたくさんの実を付けています。また、２年生のミニトマト、３年生の大豆、４年

生のツルレイシも日を浴びながらぐんぐん成長しています。夏本番、とても暑い日が続いていま

すが子供たちは元気いっぱいに終業式を迎えました。 

さて、西日本豪雨の影響で多くの被災者が今なお避難所で生活をしている様子を連日目にしま

す。一日も早い復興を祈る毎日です。先日、ユニホーム姿でボランティア活動に汗を流す高校球

児の写真が目にとまりました。その写真は、高校野球部員が甲子園を目指す初戦の前日、練習帰

りに被災した家屋などの後片付けをしている様子を写したものでした。球児曰くこのボランティ

ア活動は、自然の流れで始まったと言うのです。部活後の高校球児の体は疲れきっていたことで

しょう。甲子園選出のかかった初戦を控えた前日、体を休めたかったことでしょう。しかし、被

災地の方々に何かできないかとの思いが自然と行動に現れたのです。尊い姿だと感動しました。 

話は変わりますが、５月当初２年生の生活科の学習に私も加わりました。ミニトマトを育てる

ための土づくりをしていました。土づくりを終え植木鉢を持って移動している最中、一人の子が

植木鉢を落としてしまい土がこぼれてしまったのです。すると周りにいる子供たちが自然に集ま

りみんなで土を集めて植木鉢に土を戻しているのです。私は「みんなの優しさが詰まったおいし

いミニトマトができるよ」と声をかけると、ある児童が「副校長先生、きっとハート型のトマト

ができるよ」と言うのです。子供たちの優しさにふれたひとときでした。 

日本・米国・中国・韓国の「高校生の心と体に関する意識調査報告書」（国立青少年教育振興

機構）によると「私は価値ある人間だと思う」と答えたのは日本の４４．９％に対し他国は全て

８０％以上で日本の自己肯定感の低さが際立った結果となりました。自己肯定感を高めるには、

周囲が相手に関心をもち、良い部分を見付け、それを認めることが大切です。私たち大人は子供

たちの良い部分を見付け出す努力が必要です。意識調査の結果から認める側の力が試されている

ように感じました。 

２１日(土)から８月３１日(金)までの４２日間、夏季休業に入ります。夏季休業中は、水泳指

導を１５日間、補習教室を各学年４時間行い、子供たちの可能性を伸ばす場を設定しています。

ぜひ、積極的な声かけをお願いいたします。また、この夏季休業中は、学校の勉強以外のことを

学ぶ機会ともなります。地域的な行事や伝統的な催しに参加したり、地方へ旅行したりする機会

も多くなることでしょう。ぜひ、親子の絆を深めるとともに、親戚や地域の方々との交流も深め、

お子さんの良さをさらに発見し、認めて子供が自信を付けられるとよいと思います。 

９月３日には、練馬第三小学校の一人一人の子供たちが一歩も二歩も成長している姿に会える

ことを楽しみにしています。 

 

 

 

 

※第１回学校評価の結果と考察は、９月初旬に発行いたします。 
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 ＜練馬区独立７０周年記念ノートの配付について＞ 

練馬区は、独立７０周年を記念して、区内小学生にノート配付する運びとなりました。先日全児童に配付いたし

ました。夏休みの課題に利用するなどご活用ください。 



23月 堀

24火 生垣 夏季水泳指導・補習 かしわ ５･６年 ３･４年 １･２年 住川 木口 鴨志田 杉山 髙橋 山形

25水 小松 夏季水泳指導・補習 かしわ ５･６年 ３･４年 １･２年 本多 日向 熊谷 堀 秋間 河井

26木 髙橋 夏季水泳指導・補習 かしわ ５･６年 ３･４年 １･２年 渡辺 小松 鴨志田 熊谷 山村 生垣

27金 秋間 夏季水泳指導（検定日）・補習 かしわ ５･６年 ３･４年 １･２年 住川 木口 綿引 杉山 田崎 河井

28土

29日

30月 河井 夏季水泳指導・補習 かしわ ５･６年 ３･４年 １･２年 青柳 磯部 綿引 杉山 田崎

31火 磯部 夏季水泳指導・補習 かしわ １･２年 ５･６年 ３･４年 本多 日向 熊谷 杉山 田崎

1水 田崎 夏季水泳指導 かしわ １･２年 ５･６年 ３･４年 青柳 磯部 日向 綿引 堀

2木 日向 夏季水泳指導 かしわ １･２年 ５･６年 ３･４年 青柳 渡辺 鴨志田 鈴木 山形

3金 綿引 夏季水泳指導（検定日） かしわ １･２年 ５･６年 ３･４年 渡辺 磯部 鴨志田 石原 秋間

4土

5日

6月 石原

7火 住川

8水 鈴木 　　　　　４～1２日プール開放

9木 青柳 　　　　　

10金 小泉

11土

12日

13月 施設管理員

14火 施設管理員

15水 施設管理員

16木 施設管理員

17金 木口

18土

19日

20月 森田

21火 山村 夏季水泳指導 かしわ １･２年 ５･６年 ３･４年 小泉 本多 堀 生垣 髙橋

22水 熊谷 夏季水泳指導 かしわ ３･４年 １･２年 ５･６年 渡辺 小松 森田 鈴木 石原

23木 鴨志田夏季水泳指導 かしわ ３･４年 １･２年 ５･６年 小泉 小松 森田 山村 生垣

24金 渡邉 夏季水泳指導 かしわ ３･４年 １･２年 ５･６年 本多 木口 石原 髙橋 山形

25土

26日

27月 本多 夏季水泳指導 かしわ ３･４年 １･２年 ５･６年 住川 綿引 鈴木 石原 秋間

28火 杉山 夏季水泳指導（検定日） かしわ ３･４年 １･２年 ５･６年 小泉 日向 森田 山村 秋間 河井

29水 堀

30木 青柳

31金 小松

平成３０年度  夏休み中の行事等の予定
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夏休み明けの登校日
９月３日（月） 登校時間： ８時１５分～８時２５分

下校時刻：１４時４5分(５時間授業、給食開始)
◎登校時間に遅れないように登校させてください。また、持ち物については、学年便り等をご覧ください。


