
 
 

 

 

思考力 判断力 表現力 そして実行力 

校長 日下部 和彦 

 

先日、大阪の小学生が行方不明になり、栃木で保護されるという事件がありました。無事に保護された

ことでホッとしたものの、いろいろな事を考えさせられました。 

一つ目は SNS についてです。スマートフォンは様々なことに便利に活用できることで多くの人に普及

しました。所持率も高校生で 95％以上、中学生は 70％を超え、小学生でも 40％を超えています。小学

校低学年でも所持している場合があるのが実態です。どの携帯会社の端末でも児童、生徒を守るために、

有害な情報の閲覧を制限したり、利用状況や課金額を制限したり、アプリのダウンロードに保護者の許可

を必要とするなどの、保護者管理機能を働かせることができますので、児童が利用する場合には年齢に応

じた保護者の管理をお願いいたします。緊急時の連絡、位置情報の確認等、保護者の安心の為の機能もあ

ります。しかし、見知らぬ第三者とのコミュニケーションが可能になるために、悪意を持った人と接触し

てしまう可能性も否定できません。ＳＮＳはゲーム機でも使えてしまいますし、テレビがインターネット

につながっている場合には、テレビからでも情報送信が可能です。大人がよく学んで、児童を守ってあげ

る必要があると感じました。 

二つ目は、表題にした「思考力 判断力 表現力 そして 実行力」です。今回の事件では、隙をみて、

自らの判断で警察までたどり着くことができました。靴を履かなくても、雨の中で雨具なしでも、自分の

身を守るために考えて、判断し、実行することで、運良く保護されました。これからの教育では、「知識

および技能」の習得、「思考力・判断力・表現力等」の育成、「学びに向かう力、人間性等」の涵養が求

められ、来年度から完全実施される学習指導要領にも示されています。特に「思考力・判断力・表現力等」

については、どのように考え、判断し、表現し、実行するのかを具体的に繰り返し指導していきます。 

 これからの社会では、これまでは経験したことのない、解決策が定まっていない様々な状況や問題の解

決策を考え、決定し、正しく実行できる力が必要になります。思考ツールを使った学習や、プログラミン

グ学習も思考力や判断力の育成を目的としています。各教科や特別の教科道徳、総合的な学習の時間、特

別活動で、思考力・判断力・表現力に加えて、実行力も繰り返し指導して育てていきます。 

  

 さて、思考力、判断力、表現力 実行力を身に付ける場の一つに「学芸会」があります。学芸会の練習

ではもちろん自分の台詞を覚えたり、歌を歌ったり、台本に書かれた動きを演じたりと「知識・技能」を

習得する場でもあります。でも、それに加えて、私は全校朝会で児童につぎの事を話しました。 

「劇中に、観客の方々から見られている時間は、ずっと役になりきって演技しましょう。」 

つまり、脚本には書かれていない動きを考え、一緒に舞台に立っている他の仲間とのバランスを判断し、

その時々に応じた声の大きさ、身振りや動きで表現する。それが演じるという事だと考えています。 

 更に付け加えるなら、照明や音響を操作したり、事前に小道具や衣装を作ったり、大道具や背景を作っ

たり動かしたり、劇に向けて、様々なことを実行したその集大成が各学年の劇だと思っています。 

 12 月 7 日（土）の学芸会、本校児童の輝いている姿をご覧いただけたら幸いです。 
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学芸会の見所 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年生 『１１ぴきのねこ』 

１０ぴきのねこと１ぴきの大将、合わせて「１１ぴきのねこ」は、いつもお腹をすかせていました。ある日、

山の向こうにある湖に住む、怪物みたいな“大きな魚”をつかまえに旅に出ます。ねこ達は大きな魚を捕まえ

ることができるでしょうか？また旅の途中に２つの生き物に出会いますが、それは何と何で 

しょう？なおいくつも出てくる楽しい歌は、二砂小の校歌を作られた青島広志さんの作曲です。 

初めての学芸会、１年生１０２人が元気いっぱいに歌い演じます。どうぞお楽しみに！ 

２年生 『ぞうれっしゃよ はしれ！』 

これは、戦争中にあった本当のお話です。サーカス団にいたゾウ達は、名古屋の東山動物園に行くことに

なりました。ところが、動物達を殺すよう国から命令が下されました。しかし、人々の努力で、子供達に大人

気のゾウの命が守られました。そして、ゾウ達に会うために、多くの子供達を乗せた象列車が出発しました。 

命の尊さと平和の大切さを、子供達が歌と共に皆様にお届けします。子供達の温かい思いが、体育館いっ

ぱいに広がります。２年生の一生懸命な演技を、是非ご覧ください。 

３年生 『チョコレートが大好きな王様』 

 むかーしむかし、そのむかし。チョコレートが大好きな王様がいました。王様の頭の中は、いつもおいしい

チョコレートを食べることでいっぱい。お城にあるチョコレートでは飽き足らず、町中のチョコレートをひと

りじめしようとお触れを出します。王様の思い通りにチョコレートがたくさん集まりますが、じぶんのお触れ

のおかげで困ったことになり･･･ 

 ３年生にとって、２回目の学芸会。楽しんで表現する９７人の子供たちの演技をどうぞご覧ください。 

４年生 『ほんとうの宝ものは』 

 みなさんには「宝もの」がありますか？ここは『世界宝ものコンクール』の審査会場です。様々な国が、自分の国

の一番素敵な「宝もの」を持ってやってきました。個性豊かに「宝もの」を紹介します。みなさんもどの「宝もの」が

合格するのか考えながら、ぜひコンクールの一員になってください。そして、自分の「ほんとうの宝もの」を思い浮か

べてみてください、きっと何ものにも変えられない大切な思いが心に残ると思います。フィナーレは世界が一つにな

って、４年生全員が歌います。思いが届けられるよう一生懸命演じる姿をご覧ください。 

５年生 『魔法をすてたマジョリン』 

 マジョリンは、いつも元気で、いろんなことに興味をもつ小学生の魔女。年は１２３歳ですが、魔女の中ではまだま

だ子供。おせっかい役のカラスのブツクサスに、毎日「勉強しなさい！」なんて言われていて･･･人間とかわりありま

せん。そんなマジョリンですが、村で人間の優しさにふれ、戸惑うことに。 やがて彼女の心に変化が訪れます。

『思いやり』の心を知ったマジョリンは、人間を助けるという魔女の世界の掟をやぶる行動にでますが･･･。５年生１０２

名がそれぞれの役になりきって、心を一つに精一杯演じます。劇の途中で何度も出てくる歌にもご注目ください。 

６年生 『夢から醒めた夢』 

 いつも活発なピコという少女が、マコという幽霊に出会うことから始まる物語です。ピコはその後多くの人（幽霊）

に出会い、様々な体験をしていきます。６年生のテーマは『愛』です。親の愛、友情などいつもは深く考えることなく

過ごしている『愛』について、登場人物を演じることを通し、様々なことを感じ、考えていけるようにしたいと思いま

す。また、今年は劇だけではなく裏方も子供たち１２７名が担当し、全員で劇を創り上げていきます。ぜひ『劇団６年』

の素晴らしい舞台をご覧ください。 
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皆さんはあいさつを気持ちよくしていますか？代表

委員会では年度初めにあいさつ標語を決定し、掲示

しました。また各行事のスローガンを決めたり、司会

進行を務めたりしています。 

 ７月のユニセフ集会では、動画を紹介してユニセ

フに興味をもってもらえるように説明しました。 

放送 

 今日の予定は何だろう？朝の予定を、放送委員が

責任もってお知らせします。 

また、物語やクイズなどで給

食時間をもっと楽しく！お昼

の番組を放送するのも大切な

役目です。 

「みんなが楽しめる放送」

を目指し、協力して毎日活動

しています。 

集会 

 集会委員会では、全校が 

楽しめる児童集会の内容を 

考え、集会を行っています。 

本年度は、｢オリパラビンゴ集 

会｣、｢ハロウィン集会｣、｢先生紹介集会｣を行いまし

た。これから｢イントロクイズ集会｣３月には｢スター

発掘集会｣を行う予定です。 

音楽 

 音楽委員会では、音楽朝会

にむけて手書きの歌詞カード

を作成して全クラスに配布し

たり、全校で歌う曲の伴奏を、

全員で楽器で演奏したりして

います。体育館中に歌声が響き渡るように、活動して

います。 

体育 

体育委員会では、より運動が 

好きになるように、大きく２つ 

の活動をしています。 

 １つ目は体育朝会での活動で 

す。整列や行進の手本、長縄の 

記録の集計、縄跳びの技の紹介などをしています。２

つ目は校庭整備や体育倉庫の整理です。ブラシでの

校庭整備、授業で使うボールの空気入れ、倉庫内の道

具の整理などをして、使いやすいようにしています。 

図書 

図書委員会では、中休み 

と昼休みに本の貸し出し 

返却を行っています。 

読書旬間には本にまつわ

るクイズも行いました。 

二砂小にもっと本が好

きな人が増えるよう考え、

活動しています。 

理科 

 理科委員会は、理科室の掃

除を定期的に行ったり、理科

に関する各種掲示物を作成

したりして、理科をより身近

に感じてもらえるようにし

ています。また 12月より鮭の飼育を始める予定です。

３月の稚魚放流会に向けて、大切に育てていきます。 

保健・給食 

健康のために、石けん配 

りや水の検査をしています。 

給食黒板で献立と栄養を表 

示する活動も毎日行ってい 

ます。集会では、楽しいク 

イズで健康や給食の大切さ 

を呼びかけています。 

美化   

 美化委員会では、学校内の 

掲示物の取り替えや貼り出し、 

各教室の掃除道具の点検など

を行っています。 

 また、昇降口の月ごとの行事 

予定のまわりに、手作りの季節

感溢れる飾りを貼り付けてい

ます。 

また「人権の花運動」にも参加

し、マリーゴールドや千日紅の

花を咲かせました。 

 

 

 

 

 

二砂小 委員会紹介 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１２月の生活目標】 

 

○教室や廊下をきれいにしましょう。 

○教室のすみずみをきれいにしましょう。 

○落ちているゴミをすすんで拾いましょう。 

日 曜 主な予定 放 

1 日   

2 月 朝会 安全指導 学芸会係打合せ②(６校時) × 

3 火 会場準備６年(５校時) 委員会 ○ 

4 水 午前授業 × 

5 木  ○ 

6 金 学芸会(児童鑑賞日) ５時間授業 × 

7 土 
学芸会(保護者鑑賞日) 午前授業 

給食なし 会場片付け①６年 
× 

8 日   

9 月 振替休業日  

10 火 
B 時程５時間 持久走月間始    

会場片付け②５年 個人面談① 
× 

11 水 体育朝会（１、３、５年） × 

12 木 体育朝会（２、４、６年） B 時程５時間 個人面談② × 

13 金 午前授業 個人面談③ × 

14 土   

15 日   

16 月 朝会 午前授業 個人面談④ × 

17 火 社会科見学６年 ○ 

18 水 午前授業(３－１のみ５時間授業) × 

19 木 
音楽朝会 B 時程５時間授業 

車いすバスケ体験５年 個人面談⑤ 
× 

20 金 避難訓練 たてわり班遊び ○ 

21 土    

22 日   

23 月 ５時間授業 学校保健委員会 14:45～ × 

24 火 児童集会 持久走記録会 ○ 

25 水 朝会 給食終 大掃除 持久走月間終 × 

26 木 冬季休業日始（～１／７）  

27 金   

28 土   

29 日   

30 月   

31 火   

持久走月間・持久走記録会 

持久走担当 山之内 紅葉 

〇持 久 走月間 １２月１０日（火）～２５日（水） 

〇持久走記録会 １２月２４日（火） 

今年度も持久走月間を実施します。めあては「自分

に合った目標に向かって頑張ること」と「一定のペー

スで走り、体力を向上させること」です。 

月間の終わりには持久走記録会を行います。それぞ

れの児童が、自分の目標を達成するために走ることが

できるよう励まし、指導していきたいと思います。 

    個人面談 

            教務主幹 川村 勉 

 12 月 10､12､13､16､19 日の５日間、後期の個人面

談を行います。面談日程は１１月２１日(木)にお知

らせしております。お話しさせていただいたことを

今後の指導に活かしてまいります。短い時間ではあ

りますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

冬休みの生活について 

生活指導主幹 濵田 陽一郎 

１２月２６日(木)より冬休みが始まります。年末年

始をはさむ冬休みを安全に楽しく過ごせるよう、学校

では以下の内容を重点として指導いたします。 

〇交通安全･･･交通ルールを守り、事故にあわないよ

う安全に過ごします。 

〇生活習慣･･･家族の一員として大掃除など、お手伝

いを進んでしましょう。また、早く暗くなる時期で

す。夕焼けチャイムを守って帰宅します。 

〇お金、ＳＮＳの管理･･･お年玉の使い方を考えまし

ょう。友達とのお金の貸し借りはしません。また、

ＳＮＳ家庭ルールを見直したり確認したりします。 

今年一年をしっかり振り返り、新しい気持ちで新年

を迎えてほしいと思います。「二砂っ子の冬休み」

（別紙）を配布予定です。ご家庭でも親子で約束をし

っかりと確認してください。 

学校評価について 

副校長 姉﨑 英夫 

学校では毎年、教育活動の成果と今後の課題を明ら

かにし、次年度の教育活動に生かすための学校評価を

実施しています。その学校評価の資料として、全校児

童および保護者・地域の皆様に「教育活動についての

アンケート」の記入をお願いしています。   

保護者の皆様にはマークシート方式のアンケート用

紙を児童数で配布いたします。お手数ですが、お子様

一人一人についてご回答いただき、各担任へ提出をお

願いします。 

〇アンケート配布日１２月１０日（火） 

〇提出期間 １２月１２日（木）～１８日（水） 

【スクールカウンセラー来校日】 
３日(火) １０日(火) １７日(火) ２４日(火) 

  日本漢字能力検定（漢検）の実施について 

             副校長 姉﨑 英夫 

 ７月のアンケートで、１０名以上の希望者があり

ましたので、第二砂町小学校を会場とした漢字検定

を令和２年２月８日（土）９時～実施いたします。 

受験申込書は別途配布いたします。 

～学校をきれいにしよう～ 


