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教育委員より・平和教育・習高文武両道 

澤村洋子教育委員 

いよいよ２学期、そして“学問・スポーツ・芸術・読書”など様々な秋が始まりました。体育祭・文
化祭のように、夏休み中に得た豊かな知識や経験を思い切り発揮できる機会が数多くあるのも秋です。
また、国体水泳を観戦する子どもたちの心には熱い気持ちが生まれることでしょう。感動を与えるその
勇姿に心からの敬意と感謝を拍手にのせて応援するに違いありません。 
さて、子ども達が頑張る気持ちと持続力は、日々の生活の中、とりわけ一日の大半を過ごす学校生

活で育つのだと私は思っています。その原動力は、子ども同士の触れ合いであり、先生方の存在です。
先生方の愛情ある言動は、子どもたちの迷いや不安を希望や自信へと変え、人生の岐路での決断さえ
も左右することがあります。 

 

ある先生が、学校の広報紙に寄せた座右の銘です。山本五十六の言葉として知られていますが、子どもの成長と共に「行
動」よりもつい「言葉」が先行しがちな大人たち。この一文で、改めて育ての原点にかえった保護者たちは、「『やって
みせ』と『ほめて』が中々ね…」と反省しきり。子どもたちは、「そう、口で言うばっかり！そんなに言うなら、やって
みて！出来て当たり前って顔しないでほめて！」とバッサリ。一見、甘えにも聞こえますが、子どもたちは私たち大人を
実に良く観察しながら、自己確立までの様々な生き方の手本として求めているのだと強く感じます。そして認められるこ
とで視野と心がグンと広がり、次へのチャレンジへとつながっていくのでしょう。とかくデジタル化傾向の昨今でも、や
はり心の成長にはアナログ的要素がふんだんに必要であり、強い身体と柔軟な心をもつ頼もしい大人へと成長するために
も、大人たちが手を携え、環境を整え、より多くのお手本を示す手網を太くしなやかなものにしていきたいものです。 

 
 
 
 
 

広島市は８月６日、被爆から
65 年の「原爆の日」を迎え、
習志野市平和市民代表団は、５
日から広島市を訪れ、６日の平
和記念式典に参列しました。式

典には、原爆を投下したアメリカのルース駐日大使、核兵器
を保有するイギリス、フランス両国代表、潘国連事務総長が
初めて参列し、過去最多となる 74 か国の代表が参列しまし
た。参列者の数も５万５千人と多く、核廃絶に向けての国際
的な関心の高まりを感じることができました。 
「ああやれんのう、こがあな辛い目に、なんで遭わにゃあ

いけんのかいのう」この言葉は、広島市の秋葉忠利市長によ
る平和宣言の冒頭の言葉で、被爆者の声を広島の方言で紹介
したものです。この言葉の中に、被爆者の率直な思いが込め
られており、どれほどの辛い、苦しい思いをしたのかが伝わ
ってくるような気がしました。また、子ども代表 2 人による
平和の誓いの中で、「この地球を笑顔いっぱいにするために、
広島の願いを伝えていく」という部分がとても印象に残りま
した。今、私達にとって平和は当たり前になっており、その
ありがたさを感じる機会が減っています。ここでもう一度過
去の歴史を振り返り、戦争や原爆の悲惨さを知り、平和につ
いて真剣に考える必要を強く感じました。 

（第一中学校 鎌田 健太 教諭）

 ７月 30 日、習志野文化
ホールで、女優たちによる
朗読劇「夏の雲は忘れない
－ヒロシマ・ナガサキ 1945

年－」が上演されました。今年は、女優さんだけでなく、
市内の中学生も参加しました。 
第１部は「平和のひととき」というテーマで、第五中

吹奏楽部と第七中合唱部の生徒達の演奏がありました。
第五中吹奏楽部は「アルメニアンダンスパート１」など
３曲を演奏し、第七中合唱部は、アカペラで「赤とんぼ」
「ふるさと」を合唱しました。美しく澄んだ音色や、女
子生徒達の清楚な歌声に心が洗われるようでした。 
第２部の女優たちによる朗読「夏の雲は忘れない」の

公演には、市内各中学校の生徒が参加しました。一人一
人の朗読は素晴らしく、被爆された方々の苦しみや悲し
みがひしひしと伝わってきました。 
最後の「ふるさと」の合唱では、戦争を体験した年代

の方も、戦争を知らない
若い年代の人たちも、
「平和」という共通の願
いで一つになった瞬間
となりました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

平和への想い遙かに 「核兵器廃絶平和都市」としての取り組み 
 
 
 
 

2学期に寄せて 

習高文武両道 
 
 

女優たちによる朗読 
夏の雲は忘れない 

習志野公演 

広島平和記念式典
に参列して 

ボクシング 
石渡 通浩 バンタム級 ベスト４ 
林田 翔太 ﾗｲﾄﾌﾗｲ級 ２回戦 
久保 勇登 ライト級 ２回戦 
刈谷 広大 ピン級 １回戦 

男子 バレーボール ベスト８ 

男子体操 
小倉 佳祐 跳馬優勝 個人総合 42 位 
北本 明 個人総合 35 位 

女子体操 
小林 千尋 予選 

高田 友梨 予選 

男子柔道 

細川 拓美 100 ｷﾛ級 ベスト 16 

夏季勉強合宿 ～本気の取組が自信に～ 

平和市民代表団出発式 

上：女優の皆様との交流会 
下：女優と生徒による心に響

く朗読 

７月 30 日から８月２日の３泊４日の日程で、大学の一般受験を
希望している３年生を対象に勉強合宿を実施しました。毎晩 12 時
過ぎまで勉強し朝も５時半に起きて勉強を始めるというリズムで、
３泊４日で 40 時間以上は勉強に打ち込むことができました。目標
に向かって努力している仲間の存在が良い刺激となり、参加者全員
が参加して良かったという感想を持ちました。合宿中に各教科の講
習が行われ、生徒にとって有意義な機会となりましたが、それ以上
に自分自身で本気で勉強に取り組んだことが何よりも自信となり、
今後の学習の礎になったものと考えます。受験までにはまだまだ多
くの道のりを越えていかなければなりませんが、来年に良き結果が
出せるよう、引き続き頑張ってほしいと思います。 

（進路指導部 吉野 純一 教諭） 
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やってみせ、言ってきかせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ 
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夏の研修② 

 
 
 

午前中は、今年度全校に配布した、パソコンソフト
の天文シミュレーションソフトの使い方を一人一人
体験し、その後「理科で育てたい子どもの学び」とい
った理科教育の本質部分についてわかりやすく元初
等理科研究会理事長 高岡正種先生よりお話しして
いただきました。午後は、新教育課程に新しく加わる
内容の実験（コンデンサーや放射線など）を、千葉県
総合教育センターカリキュラム開発部長の大山光晴
先生からご指導いただきました。 

 

薬園台南小学校 中谷
隆之教頭先生から、新
学習指導要領について
お話をいただきまし
た。また、作品を持ち
寄り、講師も含めて評
価をし合い、評価方法
のあり方について演習
を行いました。実技の研
修では、紙工作、飛行機づくり、にじみを生かした水
墨画の筆使い、ダンボールを使った共同製作など、い
ずれも時数が減っている中で、短時間ながら、その過
程で子ども達が「学び」を体験することができる授業
について実践的に教えていただき、今後の教材研究に
生かせるものとなりました。 

 
 

今年度は、教育課程研修と
して「環境の構成と遊びの
充実」、「幼児理解と評価」
と題し、講師より講話をい
ただく中で、幼児に育てた
いものは何かをしっかりと
捉えた上で、環境の構成を
していくことの大切さを学
びました。 
実技研修の１回目は「楽しい音楽活動の工夫」と題

し、楽器を演奏したり歌を歌ったりすることを通し
て、演奏のしかたや歌い方を教えることではなく、音
楽を楽しむことの大切さを学び、２回目の「幼児が喜
んで取り組む運動的な遊び」では、とび箱・鉄棒・マ
ット・平均台を使って実際に行ってみる中で、補助法
を学びました。 

 
 

「発達障害児の指導の実際について」豆の木クリニ

ックの藤井和子先生をお招きしました。発達障害があ

る子ども達はピュアで悪気がない分、生きづらいので

す。だからこそ、教師は、「子どもをよく理解するこ

と」「叱るときは、理由を述べて丁寧に叱ること」「叱

責されてもどうしようもないものを持っているので、

無駄に叱らないこと」「具体的に示すこと」「自己有

用感を低下させないこと」が大切です。 

適切な対応のもと、子ども達の良い行動に目を向け

ることができれば、子ども達も教師も幸せになること

は間違いありません。この研修で得たことを毎日の指

導の中に生かし、一人でも多くの子ども達の笑顔が見

られたらと思います。

 これからの習志野の教

育を担っていく２年目か

ら５年目までの教職員を対象に、指導力・資質向上

を目指し、夏の研修に取り組みました。体験研修、

実技、演習と、これからの実践に生かしていけるも

のです。 

【２・３年目教員宿泊研修】 
バスレク、室内レク、飯盒

炊さん、環境教育等を体験

し、自然体験学習を立案・実

践するための研修として富

士吉田青年の家での宿泊研

修を実施しました。自分たち

で率先して行動し３年目の

先生が２年目の先生にアド

バイスしながら進めていく

姿が見られました。 

普段話したことがない先生ともじっくりと情報交換したり、互

いに学びあったりすることができ、共に向上を目指す仲間として

の絆を深めることができました。 

【４・５年目初期層・指導層合同研修】 
指導層教員研修との合同

研修を行いました。指導層の

先生方は、初期層教員たちの

指導上の課題や実践記録の

計画について、適切な指導・

助言をしていました。若年者

同士の「横のつながり」、合

同研修のような「縦のつなが

り」ができました。学校内でも

報告・連絡・相談を大切にしていければと思います。 

【２年目教職員研修・企業体験】 
大型スーパーで、実際に売場に立ち

接客や呼び込みしたり、食品の品出し

をしたりしました。どのような気持ち

でお客様に接するか、企業の立場を経

験し理解することができました。 

 

【３年目教職員研修・環境教育体験】 
谷津干潟自然観察センター

で、ヒメガマを刈ったり、藻

をとったり干潟整備のボラン

ティア体験をしました。 

また、干潟の歴史と現状を聞

き、ボランティアの意義や干

潟の活用方法を考えていきま

した。干潟の鳥や生物を観察

し、改めて干潟の重要さに気

付きました。干潟を通して体験

を人に伝えることで、コミュニケーションを図っていくことが

大切です。干潟が未知のものから既知のものになった体験研修

でした。 

このほか、道徳教育、児童虐待、教育相談、伝統・文化

教育、小学校英語、理科実技、体育実技、フレンドあい

あい理解の演習に積極的に取り組みました。 

実技研修の様子 

炎天下でのボランティア活動 

あいさつは基本！ 

先輩方からのアドバイスをきく 

共同製作の作品 

飯盒炊さん！分担作業で効率よく… 

理科主任研修 

教育相談研修 

幼稚園教育課程・実技研修 

図工・美術主任研修 

初期層教職員研修 


