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あなたの努力は、あなたが一番知っている！
「褒めてもらおう」と思うのは、受け身です。あなたのことをどう感じるのかは人それ
ぞれです。他人がいつ褒めてくれるのかも分かりません。いつ、誰が、どこで褒めてくれ
るか分からないので不安です。まして、あなたのことをあなた以上に知っている人はいま
せん。一番あなたのことをよく知っているのは、あなた自身です。自分自身を褒めること
に、もっと積極的になってはどうでしょうか。
昔から、日本には、自分で自分のことをほめることは「恥ずかしい・うぬぼれてる」と
いうとうなに日本人的な考えがありました。これを日本人の「奥ゆかしさ」と言うのかも
しれませんが、これまでの日本人の中には「人を褒めない文化」…というような文化があ
ったのだと思います。
日頃、手放しで「なんて僕はすばらしいのか！」と褒める人ってほとんど見かけません。
現在も日本人の中には、褒めるより、けなすほうが美徳だという考え方が根強く残ってい
ます。私自信も典型的な日本人の両親に育てられましたので、我が子のことを人前でけな
すのは当たり前、家族でいるときにも褒められることなど、ほとんどなかったような気が
します。
うぬぼれであってはいけませんが、皆さんにはもっともっと「自分で自分を褒める習慣」
を持ってほしいと思います。自分以上に自分のことを理解している人がいないのに、なぜ
他人が褒めてくれるのでしょうか。自分以上の理解者がどこにいるでしょうか。どれだけ
悩んだか、どれほど一生懸命頑張ったか、努力したのか。自分のことをよく理解している
のは、自分です。本来、あなたを最も褒める人はあなたになるはずです。自分で自分を褒
める習慣がありますか。けして、恥ずかしいことではありません。
むしろどんどん「自分で自分を褒めましょう！」
小さなことでも構いません。今日できたこと、努力したこと、達成
できたことをどんどん褒めましょう。褒めることは認めることです。
自分の素晴らしい部分をどんどん認めて、前向きになることで、自
分をもっと好きになってほしいと思います。
ただ、これだけはしっかりと頭に入れておいてください！

合奏曲「Go The Distance」＆合唱曲「未来へのレシピ」
１１月２日（水）うぐいすホールで、「都留市小中学校親善音楽会」が開催されました。本校からは４年生
が参加しました。２８名の４年生が一人一人の役割を立派に果たし、「チーム４年」として、うぐいすホール
の大きさに負けないしっかりとした歌声とリコーダーの演奏を聞かせてくれました。
これから小学校から高校にかけて、音楽の授業や学園祭等の取り組みを通して、合奏や合唱を経験する機
会が増えす。こうした活動を経験した子どもたちは、家族や教師と多く会話をする、達成感を得て自信や満
足感が高まる、活動をとおして自発的に取り組む意欲が高くなる、といった傾向が見られてきます。このこ
とは、目標を達成しようと努力し、それに向かって協力し合う過程によって社会性が育まれるからだと思い
ます。今回のような合唱や合奏の教育効果は、計り知れないものがあることは間違いありません。
もちろん、４年生も最初からみんなで協力していいものを作り上げようというような集団であったわけで
はありません。運動会終了後から２か月間の練習を通して、「チーム４年」としての大きな高まりが見らまし
た。この親善音楽会を終えて「チーム４年」は、単なる仲良しだけの集団ではなくなってきています。それ
は、様々な個性を持ったメンバーが合唱や合奏という活動を通じて、一人一人の個性を認め合い、互いの長
所や短所を補い合うことで相乗効果が生まれる集団に変わってきているからです。練習中を通して、お互い
に注意し、頑張りを認め合いながら練習を繰り返してきました。全員で一つの山を乗り越えたことで、学級
の中には連帯感が生まれ、友だちの意見をしっかり聞いたり、優しい気持ちで友だちの行動を注意したりな
ど日々の授業や学校生活に臨む姿勢や態度にも少しずつ変化が見られてきています。こんな活動を通じて成
長していく子どもたちをこれからも大切に見守っていきたいと思います。
最後になりますが、毎年のことながら音楽会参加に当たって、地域でピアノ教室をなさっている小宮悦子
先生にとても丁寧できめ細かな指導を頂きました。本当にありがとうございました。

都留ＣＡＴＶで放映します。

放映の日程
演劇鑑賞会「はだかの王様」より

怠けている自分をよく知っているのも「自分」だけです。

都留地区小学校陸上記録会

チーム４年の力を見せた親善音楽会

一生懸命がんばりました！

１０月１９日（水）に都留地区小学校陸上記録会が、やまびこ陸上競技場で開催されました。参加したの
は６年生です。６年生は運動会終了後からほぼ毎日、放課後と朝のわずかな時間も練習に当てて、体力と技
術の向上に取り組んできました。この記録会に向けて、順位を目標にした人、自己ベストを目指した人、目
標は個々に違いましたが、しっかりとした目標を持って、コツコツと地道な取り組みを重ねてきました。
さて、６年生にとっては小学校最後の１年間も折り返しです。 次の目標は何でしょうか？

（各日２回放映します。）
１１月２５日（金）１３：００と１９：００
２６日（土）１３：００と１９：００
２７日（日）１３：００と１９：００

２年生

宝保育所と連携
出店集会「がらくた研究社」の研究発表会を行いました！

１１月１５日（火）３・４校時に２年生が、１年生
と宝保育所の年長さんを手作りの出店に招待して楽し
いひとときを過ごしました。この学習は、生活科「あ
そんでためしてくふうして」という単元の学習で、身
近なものを利用して、遊びや遊びに使うものを工夫し
て作り、みんなで遊ぶ活動を通して、その面白さや見
えない力の不思議さに気づき、自分の生活を広げると
いうねらいを持って行いました。
１・２年生の生活科の中には、いろいろな学習の要
素が含まれて成り立っています。今回は、①ものの形
楽しんだ友だち全員集合で記念撮影です。→

を捉える（算数）②材料を組み合わせて作る（図工）③安全に注意して道具を使う（道徳）③作ったものや
遊んだことを友だちに伝える文章を書く（国語）などが含まれている各教科の内容です。
そのほかに、招待した年長さんや１年生に楽しく遊んでもらうために、自分たちがこれまで、楽しむ側と
して遊園地や商店で経験したことを取り入れ、下級生に楽しんでもらおうと細かな点にまで配慮して工夫を
生かしたお店に仕上がっていました。楽しかったお祭りの様子を書いた作文を紹介します。

たのしかったでみせしゅうかい
２年 小林 京生
ぼくたちのみせは、「とんでくキャップ」でした。いっぱいおきゃくさんが来てくれてすごくよかった
です。本ばんのとき、しっかりとせつめいができて、よかったです。
おきゃくさんの中には、５００点をとった人もいました。ぼくはすごいなぁと思いました。とてもす
ごい点でした。ぼくも、あんなすごい点をとってみたいなぁと思いました。おきゃくさんにちゃんとせ
つめいができてぼくは、うれしかったです。１年生と保育園生がよろこんでくれて、ぼくもうれしくな
りました。
さいごのおきゃくさんが９００点をとり、すごい点でぼくはびっくりしました。

準備が大変です！

しっかり説明ができました。

しっかりつかまっててね！

こうやって遊ぶんだよ！

地域の子どもたちは地域で育む！
１１月５日(土)に「土曜授業参観（祖父母教室）」
を開催しました。合わせて、宝地域協働のまちづく
り推進会の主催で「第９回七里まつり」を本校体育
館で開催しました。
授業参観には大勢の保護者や祖父母の皆様方の参
加を頂き、その日は、家の人に見てもらえるという
ことで、朝からどの子も笑顔があふれていました。
各ご家庭におかれましては、大変お忙しい中ご参観
を頂き誠にありがとうございました。
今回で第９回目を迎えました「七里まつり」でし
た。
会場に入って目を引いたのは、体育館に所狭しと
展示された、たくさんの作品でした。絵画、手芸、
書道・・・等々、その中には、一生懸命に描かれた
宝保育所園児の作品もありました。そして、本校の子どもたちも出品させていただき、昨年度にも増して多
くの作品が展示され、宝地域の文化の高まりが感じられる、まさに、芸術の秋にふさわしい会場となってい
ました。
さて、話は変わりますが、「連携」という言葉が聞かれるようになって久しくなりますが、辞書を引きます
と「連携」とは、同じ目的達成のために、連絡を取り合って相互が協力
して取り組む・・・と記されています。つまり、一方的な協力や依頼、
お願いとは違い、関わる双方にメリットがあって、はじめて「連携」と
いう関係になるのだと思います。
本校におきましても、宝保育所と宝小、宝小と都留二中、宝小と都留
興穣館高校・都留文科大学というように、様々な団体と連携して、子ど
もたちの「生きる力」育成のために、双方の子どもたちにとって有効に
働くように取り組んでいます。そして、現在の学校は、子どもたちにと
って有効なものは、取捨選択しながら、積極的に授業に取り入れていく
という考えに立ち日々、教育活動を行っています。
ここで、宝地域協働のまちづくり推進会の中に、一つ皆さんに紹介した
い団体があります。それは、
「宝っ子クラブ七里」という団体です。

この宝っ子クラブ七里は、田中幸雄委員長さんを中心にたくさんの地域の皆様方が指導員になって、地域
（宝小）の子どもたちのために様々な活動を計画・実施して下さっています。放課後や土曜日、日曜日に安
心して過ごせる場所を提供しようという目的で作られた団体の活動であり、「地域の子どもたちは地域で育て
る」という気持ちがとても強く感じられる団体です。
この団体のどこが素晴らしいのかと言いますと、子どもたちに
関わって下さる地域の指導員の皆さん自身が、活動を通じて、子
どもたちと一緒に楽しんでおられるという所です。叱られるかも
しれませんが、大人が子どもたちに楽しませてもらっている・・
・そんな感じさえ受けとれます。子どもたちは、地域の大人から、
たくさんのことを学び、地域の大人は、子どもたちから、たくさ
んの元気をもらっているという関係です。
そこには、協力や依頼、ボランティアという関係ではなく、双
方にメリットがある、まさに「連携」と呼ぶにふさわしい活動で
あると思います。だから、継続できているのではないかとも思い
ます。
具体的には、子どもたちと一緒に、ジャガイモやサツマイモ、
白菜や大根などの農作物を作ったり、料理教室を行ったり、また、地域の山にピクニックに出かけたり、さ
らには、ますのつかみ取り＆バーベキューまで、まさに「地域の子どもたちは地域で育てる」という趣旨の
元に子どもたちに関わって下さっています。こんな活動を通じて、子どもたちの自信やる気、達成感や満足
感は育まれ、それが、子どもたち一人一人の自己肯定感につながっていくのだと思います。
七里まつりや市の農業祭りでは、大根の販売も行われていましたが、その収益金で今、畑の隅にピザ釜を
作成中です。完成間近で、大人も子どもも、そのピザ釜で焼いたピザを食べるのを、今から楽しみにしてい
るそうです。
ぜひ、今後とも地域・保護者の皆様方、学校に積極的に関わっていただき、子どもたちの健やかな成長に、
「連携」という形でお力をお貸しいただけれ幸いです。
当日は、午前中の祖父母教室には、早朝からたくさんのおじいちゃんやおばあちゃんに参観をしていただ
きました。１年生の教室では、生活科「昔のあそび」の学習を行い、お手玉やコマ回し、竹とんぼや折り紙、
だるま落としにヨーヨーなど、祖父母の皆さんが先生になって、子どもたちに教えながら一緒に遊ぶ、ほの
ぼのとした時間が過ぎていました。子どもたちも貴重な機会を得て一生懸命に取り組む様子が見られました。
最後に、宝地域協働のまちづくり推進会主催で行われた「七里まつり」は、まさに、地域の子どもは地
域で育むという趣旨に沿った宝地域ならではの意義ある、これからも大切に続けていかなければならない貴
重な行事であると思います。
本校の子どもたちも合唱を地域に皆さんに披露する機会を得ることができました。４年生が合唱：「Go The
Distance」合奏：「未来へのレシピ」の２曲、全校合唱で「Believe」を聴いていただきました。また、宝
保育所の園児のお遊戯を見たり、地域の皆さん方による宝コーラスの合唱を聴いたり、さらには、宝地区の
皆さんの手芸や絵画、和裁など、たくさんの作品を見たりすることができました。
たくさんの人々の関わりの中で、子どもたちは日々、成長しています。近所のおじ
さんに褒められる、近所のおばさんに認められることで、子どもたちの自己肯定感は
さらに高まり、人間としての生きる自信につながっていくのだと信じて日々取り組ん
でいます。そして、何年後かには、地域を支える大人として、この「七里まつり」に
関わる子どもたちが出てきてくれることと思います。誰かに頼りにされ、感謝される、
誰かの役に立っていると感じるとき、人は嬉しく思い、喜びを感じます。そんな思い
が人の心を豊かにし、個を育て地域を育てるのだと思います。
このような、とても貴重な時間を計画していただいた「宝地域協働のまちづくり推
進会」の皆様方をはじめ、地域の皆様方に深く感謝いたします。

芸術の秋です！

たくさんの友だちが頑張りました。

都留市文化祭の文芸部門で入賞しました！
書道部門

詩

部門

優秀賞
入 選
入 選
入 選
優秀賞

６年
３年
５年
５年
２年

滝口 にこ
矢竹 埜乃
佐藤 幸拓
藤本 由香
米山暁吾朗

さん
さん
さん
さん
さん

教育祭県下小中学校図工美術作品展
図工の一つの単元学習として、１年生から６年生まで、各学年の発達段階に応じて、日常生活の中で頑張
ったこと、楽しかったり、心に残ったりしたこと等から自由に題材を選び、その時の様子を思い出しながら
イメージを一杯に膨らませて、作品を描き上げました。５～６年生になると、下書きから、色を塗って完成
まで１０時間以上もかけ、どの子の作品も随所にたくさんの工夫が見られる、素晴らしい一枚に仕上がって
います。
後日、全職員で校内審査を行い、各学年から、県特選、南都留郡特選、校内入選等の入賞者を決定しまし
た。県特選の子どもたちの作品は、平成２９年１月６日（金）～１２日（木）（１０日は休館日）まで、県立
美術館ギャラリーＡ・Ｂ・Ｃに展示されます。是非、この機会に県下の子どもたちの作品をご覧下さい。

表彰式は１１月３日（文化の日）１３：００～ぴゅあ富士にて行われました。
入賞者のみなさん、たいへんおめでとうございました。

３年
１年

今井 琴梨さん
「やったね！」

青少年「標語」で入賞しました！

２年

小俣 仁平さん
「花がさ 楽しい」

前田 玲奈さん

「さいごのリズム

うまくいったよ」

平成２８年度都留市青少年総合対策本部と青少年育成都留市民会議主催の「標語」募集で、３１９点の応
募の中から５年生の鈴木日陽里さんが入賞しました。おめでとうございます。
表彰式は１１月１８日（金）１５：１５～まちづくり交流センター（旧ＹＬＯ）で行われました。

小学生の部

最優秀賞

５年

鈴木日陽里さん

あいさつを

笑顔でかわす

第５９回ＪＡ共催全国書道コン
クール山梨県大会で、６年生の

滝口 にこさんが半紙の部で
「教育長賞」、条幅の部で「金賞」
受賞しました。
継続の力です！

まちづくり

都留市防火ポスターコンクール
消防長賞
努 力 賞

４年
３年
４年
６年

滝口こころさん
小俣 仁平さん
小林 心結さん
天野 想空さん

４年 高部 ならいさん
「がんばったリレー」

５年 関口 双葉さん
「グルグル バット」

６年 滝口 にこさん
「みんなを引っ張ったハリケーン」

夢の給食コンテスト
現代社会において、成長とともに子どもたちの食生活の乱れが深刻化してきており、
望ましい食習慣や食選択の知識習得は国民的な課題にもなっています。その要因には、
高カロリーのおやつ、朝食欠食、個食や孤食・・・など、たくさんの問題が山積して
います。そんな中、子どもたちの給食に対する興味を高め、食に対する関心を深めるというねらいで、子ど
もたちが食べてみたい「夢の給食コンテスト」を給食委員会が計画して行いました。たくさんの応募の中か
ら次のような作品が選ばれました。こんな、給食が毎日、出たらいいのになぁ～！

親子読書感想文コンクール
小学校中学年の部
最優秀 ４年 相田
珀 さん
「世界で一番貧しい大統領のスピーチを読んで」
優 秀 ３年 田中 美海 さん
「いのちの木を読んで」
優 良 ３年 佐藤 実紅 さん
「人それぞれ」

最優秀賞

米山暁吾朗さん

おいしそうで賞

奥秋いろはさん

学校長賞

橋中寿明さん

副委員長賞

伊藤

禅さん

