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とに誇りをもって羽ばたいて下

どうか湘南学園生であったこ

彰彦

で考えるというとても大切な力
さい。

辻

を磨いて卒業していくはずで

って、お陰さまで無事に理事長

す。
湘南学園が

周年さらに
１００周年に向かって力強く歩
みだし、更に大きく発展してい
くことを心から願って、お別れ
のご挨拶とさせていただきま
す。

ざいました。

長い間、本当にありがとうご

湘南学園のさらなる発展を願って

す。

なさんを支えてくれるはずで

実社会に出た後でも、きっとみ

難が待ちかまえているであろう

す。そして、それは数多くの困

理事長

誇りをもって羽ばたく！

卒業生のみなさん、ご卒業お
めでとうございます。

年間

の重責を果たすことができまし

私自身、湘南学園での

で数多くの事を学ばせて頂きま

た。

また、有難いことに、多くの

心から厚く御礼申し上げま

した。特に湘南学園で学ぶすべ
ての子どもたちには、すばらし
い個性、才能がありました。
大袈裟ではなく、本当に可愛

保護者、教職員および学校関係

い子どもたちばかりです。

その力を引き出すための教育が

中高の吹奏楽

式典で挨拶する辻理事長

これからのみなさんの人生が
幸せに満ちたものであることを
心よりお祈りいたします。

みなさんの母校となるこの湘
南学園では、すべての湘南学園
生が自分で考える力を持つこと
ができるよう、幼稚園から高等

実践されてきました。その湘南

者の皆様のご理解とご協力によ

学校までのそれぞれのパートで

学園で学んだみなさんは、自分

90

幼稚園の和太鼓

小学校の合唱

11

湘南学園創立 80 周年記念式典の風景（2013.11.15）
辻理事長がチーム湘南学園でつくった実行委員会の委員長を務めた。
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仲本正夫

今までの殻を脱皮してこそ
新たらしい世界が広がる
学園長

感謝しております。

とに感動いたしました。心から

変暖かいご理解をいただいたこ

したが、保護者の皆様からは大

話し合いを持たせていただきま

ります。

幼小とも隔週土曜日が休みとな

になります。なお、教職員は、

小学校は隔週で土曜日がお休み

は毎週土曜日がお休みとなり、

いよいよ四月からは、幼稚園

学園の脱皮をリードした

わたり寝食を忘れて取り組まれ

辻理事長がご退任

辻彰彦氏は３・１１東日本大

ＰＴＡで翌朝、炊き出しをやり

人を三階に誘導していた私に、

構築で大きなリーダーシップを

のひとつに、次期情報システム

ご卒業おめでとうございます
八〇周年記念行事や八〇周年

たいと飛び込んでこられまし

す。

発揮されたことがあると思いま

かってのサーバー室は、今、

た。誘導だけに目を奪われてい

情報センターとして生まれ変わ

た私は驚きましたが、翌早朝、

ＰＴＡの皆さんは調達してきた

ために物心両面で多大なご尽力

食材を使って家庭科室で調理

を賜りましたことに心から感謝
申し上げます。

り、始動しています。

しかし、大変残念なことです

し、おにぎりとみそ汁を地域の

が、今春、三人目のお子様が高

辻氏は、二〇一〇年四月に

シップなくしては、未来に向け

人たち、部活で残っていた生

を脱皮し、先生たちが、毎日元

ＰＴＡ会長として理事となら

ての数々の脱皮をはかることが

徒、中高教職員に提供し、本当

気に笑顔で子どもたちに接する

れ、その後二〇一二年度から

小学校隔週五日制へ

新年度より幼稚園五日制、

保護者の皆様、お子様のご卒

います。

とりわけ、辻氏の大きな業績

しい舞台で、しっかりと世界と

記念館建設はじめ、長い間、Ｐ

ました。

自分をみつめ、建学の精神を生

ＴＡ活動等で、湘南学園発展の

震災のときに、学園に避難する

３月は卒業の季節、幼稚園、
かし、社会の進歩に貢献するこ

業おめでとうございます。

小学校、高校それぞれで卒業
とを目指していただきたいと思

卒業（園）は、皆さんが、人

（園）式を行います。
間としてさらに一回り大きくな
っていくための新しい舞台に立
つということではないでしょう
か。そのためには、トンボが新
しい世界に飛び立つために、こ
れまで自分を育ててくれた幼虫
の殻を脱ぎ捨て、脱皮しなけれ

新年度から、よりよい教育を

活力にみちた教育活動をすすめ

二〇一四年度の三年間は理事長

校を卒業されることから、理事

めざし、幼稚園は五日制、小学

ていくことをめざします。（中

できなかったのではないかと思

長をご退任されることになりま

トンボは、脱皮（羽化）する

校は隔週五日制へ移行します。

高は、大学受験等との関係で、

います。

に喜ばれました。辻氏の行動力

と、今まで自分を育ててくれた

幼稚園は六日制できましたが、

として、八〇周年実行委員会の

は抜群でした。

殻と別れることを惜しむかのよ

藤沢市内の幼稚園では五日制と

委員長を兼ねて、「八〇周年記

ばならないのと同じです。

うにしばらくの間つかまって力

現行通り六日制）

の皆様には何度も集まっていた

ては、幼稚園・小学校の保護者

昨年夏から、このことについ

ステムの構築などに、五年間に

フェテリアの運営、次期情報シ

念館」建設やそこに誕生するカ

うございました。

いと思います。本当にありがと

心からのお礼と感謝を捧げた

湘南学園は、辻氏のリーダー

した。

を蓄え、やがて羽をうち振るわ

なっており、小学校も、公立小

だいて、学園のご提案について

はもちろん私立小の多くが五日

せて大空に飛び立ちます。

湘南学園幼稚園と小学校は、

制となっています。
長年続いてきた六日制という殻

今、皆さんの前にはわくわく
きていると思います。どうかこ

するような新しい世界が開けて
れからも健康に気をつけて、新
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ていきます。また、日常の出来

ミュニケーション力を身につけ

す。こうした繰り返しの中でコ

もなります。

は、仲間づくりに通ずる経験に

合わせて歌ったり演奏したこと

ます。「入れて」と次々に仲間

う」と毎日ドッジボールを始め

き「グーとパーでわかれましょ

飛び出し、自分達でラインを引

朝の支度が済むと、早速園庭に

ちの卒園の日がやってきます。

間もなく、年長組の子どもた

をつなぎ、ともにあそび、同じ

まう子もいました。保育者が手

子、ロッカーの中にかくれてし

をただじっと見ているだけの

き出す子、友だちがあそぶ様子

に会いたくなっちゃった」と泣

後をくっついている子や「ママ

ない姿でした。いつも保育者の

も達は、心も体も小さくて頼り
となっていきます。

幼稚園は楽しく安心できる場所

こうした一年間の生活を通し、

られなかったでしょう。友達の

よ」と言われたら、きっと止め

んだよ。帰りの会ができない

た。もし「あそんじゃいけない

の声を聞くとあそびを止めまし

ん待ってるからね」という友達

日また続きできるよ」「○○く

る子がいました。その子は「明

ーナーで制作をしてあそんでい

帰りの会が始まる時、制作コ

とても力強いものでした。

たときの「はい」という返事は

ことよろしくね」とお願いされ

小さい子達のお世話、幼稚園の

園のリーダーです。動物当番や

られます。「次はみんなが幼稚

箕輪ゆか

が加わり、かなりのスピードで
目の高さで見つめ、優しい笑顔

思いを汲み取ったこの優しい言

年長組学年主任

三月の卒園式には、年長組か

ボールが行き交います。うんて
で接することで少しずつ安心感

ら年中組に『送る言葉』が伝え

いでは、一段ぬかしや二段ぬか
を持ち、園生活に除々に慣れて

仲間とともに

事をクラスで考える機会を持つ

しをしている子、松の木に登

ことも大切にしています。

り、木の上から登園して来る友

葉掛けが心に響いたのでしょ

あそびなど、やりたいことを保

わせてダンスをしたり、ごっこ

ート』があります。それ以前に

演奏を披露する『すみれコンサ

二月に保護者の方に歌や楽器

う。

いきました。

縄跳びや、うずまきケンケンを

育者と一緒に楽しむ中で、その

砂あそび、水あそび、曲に合

達に「おはよう。ここ、ここ」

しているグループもあり、朝の

場に居合わせた友達との関わり

と大声で声を掛けている子、大

園庭は活気に満ちあふれていま

振り返ると、どの子も入園当

ます。

うな寂しいような気持ちになり

いう感じです。何だか嬉しいよ

ので、保育者の入る余地なしと

主体的にあそびを展開していく

りの思いを保育者が汲み取り、

らこちらで起きます。一人ひと

わらなかったということもあち

〜しようと思ったのに相手に伝

張するので、物の取り合いや、

反面、自分の思いだけを強く主

合う友達もできてきます。その

びを繰り返し楽しみながら気の

自分がやってみたいと思うあそ

も少しずつ育まれていきます。

との気持ちにどう折り合いをつ

合いも多くなる時期です。友達

子ども同士の意見のぶつかり

感を得ることができます。

ジを受け入れられたとき、満足

仲間の中で自分の思いやイメー

められるだけでは満足できず、

つ増えていきます。大人から認

なあそびを通して仲間が少しず

にいることが楽しくなり、好き

年中組になると、友達と一緒

ました。

を持って取り組めるようになり

いね」と仲間と共通のイメージ

た」「じゃあこうしよう」「い

ばがあった」「声が大きかっ

「始めのことばと終わりのこと

ん（年長組）はこうしてたよ」

う気持ちが芽生えて「さくらさ

組の姿と同じようにやりたとい

で、常に憧れを抱いている年長

（表現発表会）を観ているの

『リーダーのきっぷ』が渡され

いきましょう」と一人ひとりに

んなの力で楽しい幼稚園にして

から幼稚園のリーダーです。み

進級式では園長先生から「今日

タッチされ進級した子ども達。

行われた年長組の『子ども会』

す。三学期ともなると子どもが

年中組の頃

初からこんなに活発だったわけ

代弁することで、相手の気持ち

ます。受け取るときの子ども達

年長組としての役割をバトン

年長組の頃

ではありません。入園式の日、

けていったらよいかを考えま

年少 組 の 頃

お家の人に手を引かれ初めて幼

にも除々に気付いていきます。

心をひとつに友達と気持ちを

稚園の門をくぐったときの子ど
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分担をして取り組んでいます。

湘南学園幼稚園の子ども達は

いがあるということを受け止

九月からは運動会に向けての

め、それを互いに認められるこ

日もバーベキューやろうよ」と

っていますが、なかなか思うよ

と』『友達の頑張っている姿や

の顔は、喜びと自信にあふれて

うに切れません。その様子に気

できるようになったこと、その

素敵だなと思う所がたくさんあ

友達につなぐために、転んでも

付いたＢくんは黙ってＡくんの

子の良さを心から喜んであげら

ります。自分と友達とは違う思

靴が脱げても必死で走ります。

背後に回りＡくんの右手に手を

れること』この力はこれから始

Ａくんがダンボールカッター

五月には、農家の畑でさつま
悔し涙を何度も流したり、そん

添え、左手ではダンボールを持

まる小学校生活で、より大きな

を使って厚手のダンボールを切

芋の苗植えです。年少、年中組
な友達に寄り添いみんなが励ま

ち一緒に切り始めたのです。Ｂ

活動が始まります。年長全員が

の分も「任せといて！」と張り

します。すると「今度はもっと

くんの言葉のないさりげない行

走るリレーでは、バトンを次の

切って植え年長児としての大き

頑張る」と気持ちを立て直す姿

何度もリクエストしていまし

な喜びを感じていました。

に大きな心の成長を感じまし

た。

六月は『お泊り保育』に向

自信や自己肯定感、仲間関係の

います。

け、どんなことをしたいか、自

動に心が温かくなりました。

る、その心地良さを子ども達自

わせると、すばらしい力にな

ったり、工夫したり、あそびや

標に向かって考えたり、話し合

最年長となると、ひとつの目

泊二日を共に過ごした子ども達

ね」という思いを共感出来、一

なで頑張ったね」「楽しかった

お泊り保育を終えると「みん

う。

を咲かせてくれることでしょ

ぐん芽を伸ばし、いろいろな花

達。これから夢に向かってぐん

でしっかりと根を張った子ども

仲間とともに過ごした園生活

います。

深まりにもつながっていくと思

た。

いを伝えつつ、相手の思いも聞

ダンスでは、みんなの力を合

分達でどんな仕事ができるか話

き入れ、折り合いをつけること

身体得できたことでしょう。

し合いを重ねました。自分の思

ができるようになっていきまし

活動を自分達の力で展開してい

は仲間との関係がぐっと深まり

た。

きます。進級して間もなく、ク

十二月に行った片瀬山のハイ

ました。

キングでは、２㎞弱のコースを

ラスの前にある畑を見ながら
「前のさくらさんはここでトマ

ったり、肥料や腐葉土を混ぜて

ました。何を植えようか話し合

をきっかけに、畑作りが始まり

作ろうよ」という子どもの会話

マンがいいな」「ねえ、野菜を

ます。作る過程では紙を丸める

間と話し合いながら進めていき

や道具が必要か、グループの仲

て作っていくのか、どんな材料

す。何を作りたいか、どうやっ

プに分かれて共同制作を行いま

十一月の作品展では、グルー

した。

し、最後まで歩くことができま

呼んでる」と気持ちを立て直

えてきます。すると「みんなが

待ってるよ」と友達の声が聞こ

くーん、Ｃくーん、頑張って！

くん。すると遠くの方から「Ｃ

無理。だめー」と弱音を吐くＣ

んどん遅れていきます。「もう

歩きます。長い距離を歩く経験

土作りもしました。収穫した野

子、ガムテープを切る子、丸め

が少ないＣくんがみんなからど

菜はゆでたり、ホットプレート

た紙を貼る子、と自然に役割り

トとかきゅうり作ってたね」

で調理して食べ、子ども達はこ

「僕もらって食べた」「私ピー

れをバーベキューと呼んで「今

5

「湘南学園小学校２０１５」
小学校長

榎本勝己

ただく湘南学園小学校、湘南学

園になるよう努力を重ねること

です。湘南学園は広域避難場所

の一つとなっており、台風・豪
て、秋には「湘南学園小学校教
ボランティアを継続して行って

スクール終了後の駅への見送り

ます。同窓会からは、アフター

か、教育課程をふまえた足元か

教育においても強まっているな

ら「英語教育」への流れが初等

地域の方々の命を守る避難場所

勧告の際には、少なくない周辺

雨・震災・津波などによる避難

はじめに、湘南学園小学校そ
育研究集会」の開催をめざしま

して湘南学園高等学校を卒業さ

に、全教職員が自覚を高め、日

す。日頃の成果を来校された各

れる児童・生徒の皆さんに、心

六つには、湘南学園同窓会か

となります。日頃より、地域の

私立小学校教員の皆さんへ発表

五つには、「湘南学園小学校

一員としての役割を担い、愛さ

し、ご意見をいただきながら、

グローバル教育２０１５」を開

らのグローバルな取り組みとし

からの祝福と励ましを送りま
その成果と課題を、湘南学園小

頃からの対応をすることが大事

校２０１５」は、多くの魅力あ

が、質量共にアップして開始さ

アフタースクール２０１５」

ラム実施の検討に入っていま

マ・スプリングーコラボプログ

学園小学校とのグローバルサ

ターナショナルスクールと湘南

力を今まで以上に強めていくこ

を強く持ち、地域との連携・協

園小学校、湘南学園という意識

最後に、地域のなかの湘南学

このように、「湘南学園小学

したお話、「講座」を担当いた

る取り組みを一歩一歩進めて行

て、この企画を成功させて行き

す。それぞれの進路において、
学校の教育の向上のために還元

らのご協力をいただき、湘南学

です。

だくことの検討を進めていま

いただき、保護者の皆様に安心

素晴らしい一年間となりますよ

始することです。いくつかあり

園小学校の子どもたちを対象に

これまでエコスクール認証取

す。同窓会の皆様は、様々な分

感を与えていただいています。

うに心から期待をしています。
していくことが求められていま

ますのでご紹介しましょう。
得プログラムを湘南学園小学校

きます。

三つには、総合学園湘南学園

全体の取り組みとして成功させ

野でご活躍された方々が多数お

れる湘南学園小学校になるよう

また卒業生の保護者の皆様に
す。
の一員としての湘南学園小学校

いでと聞き及んでいます。先

たいと考えています。

も、お子さまのご卒業をお祝い

が、幼稚園と、そして中学校・

ることができました。環境教育

申し上げます。
さて湘南学園小学校の

のグローバルスタンダードを、

せていただき、ご協力いただく

高等学校と連携・接続・一貫の

方向で双方の検討に入っていま

取り組みを新たなステージに進

のです。現在、エコスクール認

す。

２０１５の取り組みはどんな魅

証継続取得の取り組みを全学を

せ持つ総合学園であり、その強

力あるものになるのでしょう

れぞれの教育課程の独自性を尊

あげて進めています。

さを総合力として各教育課程に

日、筧会長、前川副会長、山口

一つには、小学校隔週五日制

重しながら、連携・接続・一貫

次いで、現在教育課程におい

おいて発揮するには、ＰＴＡは

広報担当の皆様と率直にお話さ

が新たに開始される年度になる

の新たな取り組みを進めること

て設置されている「英語（外国

もとより同窓会、後援会のご理

まさしくこのエコスクール委員

ということです。人間性豊かな

で、湘南学園がもつ総合力を、

語活動）の時間」の増単位（と

会の諸活動が担い実践している

理想教育をめざす「改革基本大

湘南学園教育の質の保証につな

りわけ低学年）と担当スタッフ

めることです。総合学園として

綱」を実践する環境づくりを通

げ、関心をもたれる皆様に強く

のリソースを有機的に絡め、そ

じて、よりよい湘南学園小学校

アピールすることができるもの

か。

の教育を子どもたち、保護者、

湘南学園は幼小中高を併

教職員の協力と共同をもって創

解とご支援をいただくことが不

員の教育・研究力の一層の向上

れます。魅力的な新プログラム

可欠です。

をめざすということです。その

も加わり、新入学者の保護者の

とです。そして地域に誇ってい

また新たな企画として、イン

の強化を図ります。

ための校内外研修や授業研究会

す。異文化理解・外国語活動か

四つには、「湘南学園小学校

と考えます。

を強め、各教科会の活性化が大

皆様も含め期待感が高まってい

二つには、湘南学園小学校教

造していくことになります。

事になります。その一環とし

6

「第

回

関東地区私立小学校教員研修会」
会場校としての報告

小学校

回関東地区私

日（ 土 ）秋 晴れの中 、本
た。

河本 洋子
五十嵐竹虎

大規模の教員研修会となりまし

教 頭
教育研究主任

・全クラス
「授業公開」
・「釜石の奇跡」片田敏孝教授から学ぶ
・模範授業／ 部会の研修

〜 校の私立小学校
（約７０１名）
の参加〜

月

校 を会 場に「 第
授業公開】
８： 〜

び（ 学 び 合いを 支 える 活 動の探

い」…つな げ る 学 び・つな がる 学

今 年 度 、小 学 校では『「 学び合

【全学級

当日は、
神奈川を中心に、
千葉・

開催されました。

立 小 学 校 教 員 研 修 会 」が盛 大に

埼玉・静岡・茨城・栃木の各県から

今 後の授 業づくりに結びつく、大

「 振 り 返 りの時 間 」が設 けられ、

が大人になり社会を築いていくか

み、そして、そのよう な 子 ども 達

は、「子ども達に生き抜く力を育

【

ました。

は、
今後の防災教育の励みとなり

部会研修】 ： 〜 ：

変 貴 重 なご意 見ご感 想 をいただ

長の南 雲 正二氏の各 氏から心の

務 局 長の清 水 良一氏・私 学 振 興 課

の斎 藤 滋 氏・日 本 私 立 小 学 校 事

東地区私立小学校連合会副会長

開会式は、
アリーナにて行い、
関

【開会式】 ： 〜

くことが出来ました。

にする。そのために、人は内 面か

いう時、
本当に逃げられる子ども

う思いの中で、
防災教育は、
いざと

そんな子 どもになって欲しいとい

達は一所 懸 命 逃げてくれました。

ないといけない。」
「あの日、
子ども

らこそ、防 災 教 育 をしっかりやら

れました。

に分かれて、
部会別研修会が行わ

語・学 校 劇・教 頭 会の計 ブロック

学 校 図 書 館・メディア 教 育・外 国

家 庭・体 育・学 校 保 健・学 級 経 営・

社 会・生 活 総 合・音 楽・図 画工作・

午 後からは、国 語・算 数・理 科・

避 難 意 識 を 育てる必 要 性 を、繰

どもの事例を挙げながら、
内発的

様々な状 況で津 波に遭 遇した子

ら変わらなくてはならない。」と、

きして「模範授業」が行われまし

ども 達 と共に、外 部 講 師 をお 招

組 、算 数 は３年 し り う す 組の子

このうち、国 語は２年ひよどり

生 方が授 業 を 参 観していました

た。両部会とも１００名前後の先

き 、榎 本 勝
己 校 長から

こもった励 ましのお言 葉をいただ

は会 場 校を

命 を最 優 先に守れる子 どもであ

も 生 き 生 き とした表 情で、積 極

が、子ども達は緊 張 感を抱 きつつ

り返し繰り返し話され、「 自 分の

た。

ることの大切さ」を強調されまし

代 表 して 、
するご挨 拶

皆様を歓迎
があり まし

続いて、防 災 研 究 者で「 釜石の

域に住 むお作 法です。」とも述べ

は、
しっかり逃げる。それがその地

忘れてはならない。その時、
その日

みを受 けている。地 域への感 謝 を

はない。私たちは海から沢山の恵

げます。

護 者の方々に心よりお 礼 申し 上

て支えてくださいましたＰＴＡ保

が出来ました。当日お手伝いをし

無 事に教 員 研 修 会を終 えること

多くの方のご協力を得ながら、

的に授業に参加していました。

奇 跡 」で知 られている 群 馬 大 学

られ、終 了 後 拍 手 が 会 場に鳴 り

また「 防 災 教 育は、災い教 育で

大 学 院 理工学 府 教 授・群 馬 大 学

た。

こうした流れの中で、
この教 員

広 域 首 都 圏 防 災 研 究センター長

響きまし

求 ）』という 研 究 主 題 を 掲 げ 、校

研 修 会の場 を「 湘 南 学 園 小 学 校

た。

に、今後も

７０１名 という 過 去 最 高の参 加

の教 育 実 践 を 世に広 くアピール

て、防 災に関 する全 体 講 演 会を、

の「 片田敏 孝 先 生 」を講 師に招い

わかる楽し

約７９０名 をお 招 きいたし まし
た。
研修会は、
各校

域で取り 組 む命 を守る絆の防 災

を育む防 災 教 育〜学 校・家 庭・地

が ら ア ドバ

いた だ き な

舎 内 を見て

きます。

邁進してい

校づくりに

い授業・学

経 験をもと

〜」。
『 災害で人は死んではならな

イ ス をいた

【全体講演】 ： 〜 ：

する絶 好の

片田先生

ました。

年に一度担当す

この関東地区私立小学校教員

機 会 」と 考

に小 学 校 校
学 級で授 業

だ け たこと

舎 をお 披 露 目 す る 目 的 も あ り 、

を公開し

性」を強調され、
防災教育の本質

い』と、開口一番「 防 災 教 育の必 要

までの全

ました。
一部

参 加 者 も 増 えて 結 果 的 に は 最

今回の

開 催 となり ました。この機 会に、

るとも言われ、本 校では初めての

演題は、「想定外を生き抜く力

内授業研究会や各種の研修会を

00

会場校主催で２時間行いました。

開いて、
研究・修養に努めてまいり

30

え 、１ 年 生

者に加 え、私学関係者・全体講演

13

から６年 生

者・ 部会の講師・行政の方など、

16

周年記念事業の一つである新校

30

16

16

16

00

36

15

10

10
の 部 会 では

7

18

12

56
30

30

50

56

11
16

80

鈴木智洋

すが、普段出来ない貴重な体験
を重ね、また現地の方々の温か
い心にもふれ、たくさんの感動

笠井多香子

新「のびる芽」へ

学習指導主任

教育評価の改訂
小学校

各教科で異なる表記

学年主任

旧

【改訂前と改訂後】

ひとりの学校生活の様子、学習

「のびる芽」は、子ども達一人

の到達状況についてお伝えす

芽（あとひといき）

実（よくできている）

３年生以上は４段階評価

そして今年度より、評価内

修了証発行（学年末）

修了証なし

追加

（各学期）の活動記録の

8

五年生宿泊体験学習『 雪の学校 』活動報告
小学校五年
を得ていたようでした。
よ！

全教科で統一された表記

「先生、小堺さんって凄いんだ
後日、民泊先の様子を聞いてみ

全学年で３段階評価

一月二十日から二十三日にか
けて、五年生は新潟県十日町市

新

あのね……」

を訪ね、『雪の学校』を行いま

旧

１・２年生は２段階評価

る、学校と家庭をつなぐ一つの

新

資料です。子どものがんばりを

認め、次への励みや目標がもて

たのですが、語る子どもたちの
【二日目】

るようにと、１９７８年の誕生

方がどんどん盛り上がってしま

『雪の学校』は、雪国の暮ら

い、話の尽きることがありませ

も、一年ごとに各教科の特色・

花（できている）

んでした。

とわら細工体験をしました。

お世話になった民泊の方々と

特性を生かしながら評価項目の

花（できている）

つぼみ（あとひといき）

芽（努力しよう）

表紙（紙）に各教科の評価

シート挟み込み形式

Ａ４クリアファイルに全教

科一覧型差し込み形式

容・方法の一新だけでなく、新

旧

英語（年度末）の学習記述
今年も感動

システムの導入により、電子化

新

旧

新

旧

新

二日目は、スノーシュー体験

した。
しを体験し、生活や環境に対す
る視野を広げ、人間性をより豊

お別れ会をしました。たった一

さらに２０１０年度より、子

検討や変更がされてきました。

年が経ちます。これまで

泊という短い期間ですが、まる

ども・保護者が振り返った際に

から

する道具の一つです。子どもた

で本当の家族のように親しくな

到達点が見やすく、わかりやす

【最終日】

ちはこれを履いて、雪に埋まっ

れたようで、別れを惜しみ、涙

スノーシューとはかんじきの

施となりますが、「六年間で最
たブナ林を歩きました。

を流す子どもも少なくありませ

ようなもので、雪上歩行を補助

高の思い出だった」と語る卒業
「これが銀世界かあ。」

かにすることを目的としたプロ

生が現れるほど、子どもたちの
「木のてっぺんが横に見えるっ

グラムです。今年で四度目の実

間で人気の行事となってきてい

価の在り方について、教職員一

ます。

同で議論を重ねてきました。

いものかどうか、小学校の目指

子どもたちは、初めて見る景色
れません。」

「この思い出は、ずっとずっと忘

にあふれ、充

されました。これまで継承され

す「豊かな学力」を反映する評

や新雪の感触に、目をキラキラ

んでした。

【一日目】

輝かせていました。

実した四日間

てきたものを残しつつ、この改

総合的な学習の時間

となりまし

新

体験です。十日町に住まわれて

た。

【三日目】

いる方々の民家を訪ね、実際に

のびやかに一人ひとりが成長

いました。途中、越後トンネル
辺り一面が真っ白に染まり、雪

生活体験をし、雪国の暮らしを

トや文字の大きさなどを検討

三日目のプログラムは、民泊

景色に変わりました。

農家のご家庭に泊まった子ど

していける「のびる芽」とし

を抜けたころでしょうか。急に

「わぁ！」

学びました。

て、今後も追求が続きます。

声が上がります。まさに、「ト

し、一学期より子ども達の手に
工のご家庭に泊まった子どもた

渡りました。
ちは、木を加工してお箸を作っ

もたちは、お餅を作ったり、農

松代では、地元の方々からの

業に関わるお話を聞いたり。大

歓迎を受け、３メートルを超える

たり。それぞれ内容は異なりま

ンネルを抜けるとそこは雪国だ

積雪の中、雪遊びをしました 。

った」ですね。

訂で、ファイルの選定・フォン

子どもたちは大興奮。自然と歓

て、新潟県のまつだい駅へ向か

新幹線やほくほく線を利用し

て不思議だね」

36

国際ロータリークラブ・長期交換留学等とインターアクト

いくうえで、もはや欠かせない

ものとなっています。このよう

な機会を与えてくださったロー

タリークラブの皆様に、改めて

深く感謝いたします。今後も、

す。ブラジルの水にも馴染んだ

単語カードを活用するなどして

た。彼女は、通学の電車の中で

た」と日本語で答えてくれまし

研修旅行」があります。昨年の

の毎年の恒例行事として「台湾

また、インターアクトクラブ

な活動の成果を、より多くの生

現段階で、このような有意義

吉川謙太郎

といったところでしょうか、夏

日本語を覚えているとのことで

中高企画主任

このご縁を大切にしていきたい
湘南学園中高では、国際交流
のブラジルから学校に送られて

と切に願っています。

の幅が着実に拡がってきていま
きたクリスマスカードには、

その拡がりをもたらす大き

徒たちに還元していくことが今

す。

日（３泊４日）の

後の大きな課題であると考えて

日〜

います。これは、いわゆるグロ

月

日程で、本校から３名の生徒が

ーバル社会の進展の中で、社会

すが、驚くべき上達ぶりです。
他にも、「学校が大きい」「ブ

名の高校生）。そのう

参加させていただきました（全

「本当に素敵な人たちに囲まれ
て、毎日が楽しい」「１日１日

ラジルの学校は７時から 時ま

な契機の一つとなったのが、
２０１３年６月にインターアク
を大切に、ポルトガル語のほう

28

トクラブに加盟したことです。

12

をいただきながら活動していま

クラブの皆様方の絶大なご支援

が中心となり、藤沢ロータリー

は、生徒会総務委員会の高校生

えるようなものです。本校で

ータリークラブの青少年版とい

域密着の社会奉仕団体であるロ

インターアクトクラブとは、地

て、いろいろなことを吸収し、

女には、若い力を十全に発揮し

の支えがあってのことです。彼

さっているロータリアンの皆様

も、ブラジルで受け入れてくだ

を過ごしているようです。これ

いました。とても充実した日々

も精進します」などと書かれて

とてもきれい」等の話をしてく

ていて、道路ひとつをとっても

「日本はいろいろと組織化され

つ授業があるのが素晴らしい」

健体育科などの将来に直接役立

かないが、日本には家庭科や保

「ブラジルでは５教科の授業し

でなので、日本では忙しい」

話せる人もいる。すごく刺激に

ーしていて、そのうえ日本語を

人たちは、英語を完全にマスタ

んな本当に親切だった。台湾の

か交流する機会があったが、み

ところ、「台湾の高校生と何回

ちのひとりから話を聞いてみた

体では

る人間」を、学校の教育活動全

の「グローバル社会に貢献でき

キルを身につけた、湘南学園発

根本に持ち、その上に必要なス

遍的な価値を共有できる感性を

を認める感性と、人間社会の普

う大命題と直結します。多様性

いける個人を育成していくとい

の一員として自分らしく生きて

体を通して育成できるように環

なった」「台湾が好きになって

境の整備をしていかなくてはな

帰ってきた。台湾で友だちにな

った人たちとは、ラインなどで

れました。ここにも、ロータリ

交流を続けている」等々、嬉々

アンや、ホストファミリーの
方々の大きなご協力があること

一回りも二回りも成長してきて

はいうまでもありません。彼女

もらいたいものです。
そして、ブラジルからは、ナ

す。その主な活動は、「学校や

ターリアさんをお迎えしまし

地域社会のための活動」と「国
際理解をめざす活動」ですが、

学園中高が国際交流を推進して

ブの方々によるご支援は、湘南

このように、ロータリークラ

ご協力があってこそ達成可能

ここでは、後者の方を簡単に紹

ます。カナダからの交換留学生

な、喫緊の課題と認識していま

らないと考えています。そして

をお迎えすることにもなるでし

流で刺激を受け、美味しいもの

それは、多くの方々のご理解と

「（合唱コンクールのような

ょう。

も食べてと、とても充実した研

として語ってくれました。熱烈

行事はブラジルにはないので）

す。

歓迎をうけ、高校生同士との交
てもらいたいものです。

換留学生に選抜された高１女子

皆とできて、とてもで楽しかっ

修旅行になったようです。

には、このまま、湘南学園や鵠
いているのは、１月の合唱コン

新高２女子生徒がカナダへ１年

沼、そして日本を大好きになっ
クール後なのですが、このタイ

間派遣されることが決まってい

た。彼女には、高２に在籍して

まず、本校の国際交流の幅を

ミングでナターリアさんにも話

もらっています。この原稿を書
大きく拡げてくれたものに、ロ

を聞いてみました。

介させていただきます。

ータリークラブ青少年交換留学

生徒が、昨年８月より１年間の

来年度は、この制度のもと、

制度があります。そのもとで交

ブラジル留学に派遣されていま

9

25

22
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マホを使用し、外部に情報を発

信する場合には発信者としての

責任が問われるのです。自分

ｅｒ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ＬＩ

体的にはＭｉｘｉ、Ｔｗｉｔｔ

グサービス）と呼ばれます。具

Ｓ（ソーシャルネットワーキン

れているようなサービスはＳＮ

に人と人とのつながりが重視さ

ーシャルメディアの中でも、特

ーシャルメディアと呼ばれ、ソ

でした。このような場所は、ソ

数十年前では考えられないこと

ことが簡単にできます。ほんの

関係なく情報発信や会話をする

上において男女・国籍・距離に

私達は現在、インターネット

した東日本大震災。これを機

ります。二〇一一年三月に発生

題が多く発生している現状があ

シャルメディアを巡る様々な問

学園の中高だけに限らず、ソー

して参りました。しかし、湘南

指導主任や校長から注意喚起を

集まる集会などの場面で、生活

た、これだけでなく全校生徒が

指導を重ねて参りました。ま

を使用する際の危険性について

集」の配布などを行い、これら

ンターネット・マナーモラル

教室の実施」全校生徒への「イ

毎年、「携帯電話・スマホ安全

の危険性について、中１生には

ネット上に流出してしまった

る飲酒や喫煙の場面がインター

く出てしまったり、未成年によ

ブルに巻き込まれる中高生が多

個人情報が流出してしまいトラ

像から、学校名や個人名などの

ネット上に掲載してしまった画

した。安易な気持ちでインター

ルが多く発生することとなりま

行でＳＮＳの普及によるトラブ

しい現状があり、これと同時並

「禁止」とすることはとても難

話・スマホの持ち込みを再び

への持ち込みを認めた携帯電

題となっています。一度、学校

断するかが、各学校の大きな課

し、何を持って「緊急時」と判

しかし、震災から時が経過

のトラブルに巻き込まれた時

です。生徒の皆さんが、これら

手に入れることができること」

しいところは「世界中の情報を

とです。インターネットの恐ろ

達になってもらいたいというこ

安全にこれらを使いこなせる人

ということではなく、安心して

ん。しかし、禁止事項を増やす

か？」と思われるかも知れませ

メというように校則化するの

に？」「あれもダメ、これもダ

います。「ガイドラインってな

いかなければならないと考えて

アガイドライン」の策定をして

学校として「ソーシャルメディ

さんの身を守るという視点から

このようなことから生徒の皆

めていければと思っておりま

てもらえるよう、より連携を深

これらの社会を安心して生活し

者の皆様とも生徒達を取り巻く

に関して勉強をしていき、保護

上にこれらソーシャルメディア

よう、我々教員も、これまで以

中高生としての生活が過ごせる

心してかけがえのない充実した

ればと思います。

イドライン」を完成させていけ

として「ソーシャルメディアガ

にも、今後、時間をかけて学校

必要となってきます。そのため

て、自分自身の身を守ることも

社会に生きるひとりの人間とし

で責任を持つと同時にこれらの

です。生徒の皆さんは自分自身

福田孝政

ＮＥ、ｂｌｏｇなどといったサ

に、これまでは、携帯電話やス

り、世間を騒がせる大きな事件

に必ずいうことがあります。

中高生活指導主任

ービスがこれにあたります。

マホを持ち込みすることすら禁

となりましたが、アルバイト店

す。

ソーシャルメディアを巡る指導課題

我々、大人の世界においても日

止をしていた多くの学校がいざ

員が悪ふざけで行った行為をイ

それは「友人しか見ないと思

の個人情報ではなく、一緒に画

常生活の一部としてもはやなっ

というときの「緊急連絡手段」

った。」ということです。と
ら申請をすることによって携帯

湘南学園中高では、震災前か

まったりと、決して他人事、他

に追いやられることとなってし

だけで無く、お店や会社が倒産

いた制服から学校が判明し、個

んはいませんか？」掲載されて

は「湘南学園の中高生に〇〇く

ころが外部から寄せられる情報

急速に進むこれらの社会に安

像に掲載された友人の個人情報

ている現状があります。また、

としての学校への持参を認める

ンターネット上に投稿し、この

電話・スマホの持ち込みを認め

の学校で起こっていることとい

らない身近な問題としてとらえ

大人だけで中高生にとってもス

アルバイト店員のその後の人生

は急加速で進化をしています。

ていました。震災当日は、保護

人名や住所まで簡単に特定をさ

が流出してしまう場合もあるの

マホやＰＣなどからこれらのサ

こととなりました。

便利で楽しい半面、一歩、使用

者の方々へ自分が学校にいて安

れてしまう場合もあります。生

る必要があるかと思います。

ービスを利用してる生徒が多く

方法を間違えると犯罪に巻き込

うことはなく、湘南学園の中高

見られます。これらのサービス

まれるなど危険性も多く潜んで

生の皆さんにも、いつ、どのよ

徒の皆さんは、これら携帯・ス

全なことを自分たちの携帯電話

うな形で起こりうるのかが分か

やスマホで連絡をしている光景

湘南学園の中高生には、これ

をいまでも記憶しています。

いる現状があります。
までの間、ソーシャルメディア
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できる事が重要だと考えまし

「学びたい」プログラムに参加

ムを構成すること、③自分が

「学びたい」と思えるプログラ

内容にすること、②個人個人が

たちが主体的に参加し、学べる

を大切にするためには、①生徒

を企画しました。この三つの点

える」ことを強調した研修旅行

こと、「発見する」こと、「考

スにして、今年度は「感じる」

や「民泊をして学ぶ」事をベー

ません。「体験をして学ぶ」事

生も多いのは、言うまでもあり

った卒業生や成長を遂げた卒業

忘れる事の出来ない思い出を作

好の旅行です。この旅行で一生

どを学び、考える機会になる絶

ている事や、工夫している事な

験を通して、島民の方々が守っ

ていく事や、二泊三日の民泊体

った悲惨な事実を受け止め考え

という約七〇年前に日本に起こ

台とした「研修旅行」は、戦争

いる広島と山口県周防大島を舞

毎年、中学三年生で行われて

ます。この研修旅行中に体験す

事を学べたのではないかと思い

では、学習することが出来ない

様々な場面で、学園の授業だけ

て来られた方の話を聞くなど、

Ｉターン・Ｕターンをして戻っ

の民泊体験を通じて感じたり、

島での暮らしについて二泊三日

島民の方々が大切に守っている

散策をしました。周防大島では

の生活スタイルを知るため島内

さんに話を聞いたり、祝島独特

動を続けている山戸さんと國弘

発建設予定地問題に反対し、運

口県祝島に初めて渡り、上関原

グラムがありました。また、山

動をしている方に話を聞くプロ

を聞いたり、核廃絶に関わり運

に被爆を体験された方からお話

日の研修旅行では、広島で実際

としなかったことです。四泊五

た点は、研修旅行を単体の行事

これに加えて学年が力を入れ

す。ありがとうございました。

て、改めてお礼を申し上げま

面の方々にこの場をお借りし

ご協力いただきました様々な方

できました。今回の研修旅行に

中学３年学年主任

た、研修旅行で個別プログラム

のではないかと思います。ま

まで考えることは出来なかった

られている事・変化させたい事

するだけで、今の自分達に求め

して、衝撃を受けたりただ感動

初めて知る事や体験した事に対

前学習が無ければ、生徒たちは

事をねらいとしました。この事

考えを聞き、視野を広げていく

分の考えをまとめたり、他者の

は、ワークシートに沿って、自

ーマ二時間ずつ計六時間）で

について行った事前学習（各テ

に関する事、この三つのテーマ

ら守っているのかなど「自然」

たちは、どの様な工夫をしなが

しい海や自然豊かな山々を島民

し」に関する事、③瀬戸内の美

生活を大切にしている「くら

生活やくらしを守り、島独自の

会の様に便利ではないが、島の

島や周防大島の島民たちは②都

題など「平和」に関する事、祝

み、未だに無くならない核の問

弾投下の事実と被爆者の苦し

うに、①広島で起こった原子爆

発見し、考える場面に繋がるよ

て、生徒達が沢山の事を感じ、

薫

じた事や考えた事などを元に、

ら、研修旅行の体験や実際に感

「自然・エネルギー」の中か

した「平和」・「くらし」・

事前学習や研修旅行でテーマと

論だてなどを学習しています。

文と感想文の違いや書き方、理

指導のもと、現代文の授業で論

国語を担当している奈良先生の

卒業論文については、学年の

ています。

とに繋がるのではないかと考え

本当の生きる力を身につけるこ

四つを一つの活動とした事で、

くりに力を注いでいます。この

て、考え、主張する卒業論文づ

んな生き方をするのか」につい

は何か」また、「これから、ど

て、「一五歳の自分に出来る事

行、事後学習の総まとめとし

う時期に、事前学習や研修旅

みずしい感性を持つ一五歳とい

現在、中学三年生たちは、みず

事後学習も行いました。そして

学年全体で理解を深めるために

事・発見した事などを発表し、

が多かったため、そこで感じた

一五歳という感受性豊かな時期

のではありません。しかし、

生徒達にとって簡単に書けるも

います。二〇〇〇字の論文は、

りの下書きにコメントを書いて

込めて、学年教員がひとりひと

繋がってほしいという気持ちを

の主張が今後の「生きる力」に

主張をしています。この生徒達

以上に、生徒達は、自分らしい

ます。学年教員が予想していた

年教員が分担し、目を通してい

徒一人一人が書いた下書きを学

きを書き終えました。現在、生

題材にしながら、冬休みに下書

必要性があると感じた事などを

問題として意識した事や変える

「中３研修旅行
〜生き方を考える第１歩〜」

た。様々な団体への依頼や交

る様々プログラムや民泊を通じ

「研修旅行」

「事後学習」

「卒業論文」

生きる力

川口

渉、周防大島の方々の多大なる

の主張を読んでみてください。

として発行します。是非、
生徒達

私は思います。卒 業 論 文は、文 集

後の財産になるのではないかと

して捉え、文章にする事は、今

聞いた事を自分や日本の問題と

に、体験や実際に目にした事や

ご協力によって実現することが
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「事前学習」

て

・教職員対象財務説明会につい

予算（案）の確定について

【理事会報告】

・遺贈による寄付制度について

）年度補正

前号掲載以降、次の理事会を開
・幼稚園保育５日制・小学校隔

・２０１４（平成

催いたしましたので、ご報告い

・神奈川県私立学校検査の報告
アップ対応について

・中学校入試システムのバック

・中高隣地購入について

・規約変更の進捗状況について
・遺贈制度導入に伴う協定先に
）年度地域

日

用のあり方

）年度予算

食育のためのカフェテリア利

・食育の継続的な推進・発展・

・寄附行為の検討について

適用について

・全学の教育振興基金〜今後の

内制作について

度までの小学校広報用学校案

・２０１５年度から２０１７年

ィングについて

・カフェテリア運営コンサルテ

編成方針（案）について

・２０１５（平成

いて

窓会室への案内看板作成につ

・カフェテリア・母の文庫・同

の支払について

別最低賃金額改定に伴う賃金

・２０１４（平成

ついて

日

月９日

月

月
日

月５日

月

週５日制への移行について

たします。
日

９月５日

８月
９月

第５回定例理事会

第４回臨時理事会
日

第６回定例理事会

第５回臨時理事会

第７回定例理事会

第６回臨時理事会

第８回定例理事会

第７回臨時理事会
日

１月９日

月

（各担当部会として開催）

第９回定例理事会

第８回臨時理事会

〔主要な議題・報告〕

・中高教室棟の教壇入替え完了

について

・幼稚園改修工事契約金額と工

事完了について

・幼稚園保育５日制、小学校隔

週５日制への移行の経過報告

・２０１４年度の清掃等建物管

理業務契約について

・監査法人との契約更新につい

て

について

・２０１５年度小学校募集定員

設について

・湘南学園教育振興寄付金の新

せについて

・中高長期修繕工事の見積り合

法について

・２０１５年度理事長の選任方
・２０１４（平成 ）年度補正
予算（二次）案について

【評議員会報告】
前号掲載以降に開催された、評

９月

日

議員会について、ご報告いたし
ます。
第３回評議員会

〔主要な諮問事項等〕
・中高隣地購入について
・２０１４（平成 ）年度補正

20
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・遺贈による寄付制度について

週５日制への移行について

・幼稚園保育５日制・小学校隔

予算（案）について

26

26

《学校法人から》

Information & Topics
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