
<Vol.12>12/24 終業式校長講話(放送) 

 

２学期は「チャンス！くろしょう」を合

言葉に取り組んできましたが、振り返って

みてどうでしょう。普段の生活の中でチャ

ンスを生かし自分を伸ばした人がいます。

ピンチをチャンスに変えて心に残る思い

出をつくった人もいます。黒浜小学校の全

員が「チャンス！くろしょう」の２学期だ

ったと振り返ってくれるとうれしいです。 

さて、冬休みにもたくさんのチャンスが

あります。そのチャンスを生かすために、

２つのことを心に留めてください。 

１つは「やれば変わる！やればできる」

の取組をすることです。 

①冬休みのめあてを達成するために毎日

がんばりましょう。 

②年末そしてお正月はその時ならではの

あいさつをするチャンスです。明るくあ

いさつをしましょう。 

③読書、そして「話す・書く」といったア

ウトプットの学習をして知恵のひかり

をみがきましょう。 

④正しく運動するチャンスもあります。ジ

ョギング、なわとび、室内でもできる柔

軟運動、グーパー運動、筋力トレーニン

グ等で身体を鍛えましょう。 

 

チャンス！
くろしょう

２学期の合言葉
やれば変わる！ やればできる！

 

 

 

 

 

 



⑤家庭でも大掃除をすることでしょう。家

族の一員として手伝い、一緒に居ること

を大切にしましょう。 

 

もう１つは、「安全に過ごす」というこ

とです。「飛び出しは絶対にしない」「自転

車に正しく乗る」など交通ルールを必ず守

ってください。 

それと共に今はインターネットのトラ

ブルに巻き込まれないようにすることも

大切です。黒浜小スマイル宣言で、ゲーム

機やテレビ・スマホなどの使い方を約束し

ています。もう一度見直して、インターネ

ットを正しく使ってください。 

さらに注意してほしいことがあります。

スマホで見知らぬ人とつながり誘拐され

るという事件です。みなさんのような子供

は、人の話を疑わず、信用するという素直

なよい心があります。それにつけ込んで、

ネットで「知り合いになった」と思い込ま

せ、みなさんをだます悪人がいるのです。

みなさんの中に、「ネットだけで連絡する

人がいる」という人がいたら、すぐにやめ

てください。もちろん、さそわれても会い

に行っては絶対にいけません。 

落ち着いた行動で安全に生活し、「やれば変わる！やればできる」を

味わう冬休みにしてください。 

 

 

 

 

 



<Vol.11>12/1 校長講話(放送による) 

 

資料：「新型コロナウイルスについて、いっしょに考えよう！」 

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/news/news20200403-1.pdf 

監修、企画・製作：国立大学法人岡山大学ら有志、ならびに、 

一社）知識流動システム研究所 

 

私もみなさんも毎日、新型コロナウイルス感染症のニュースを見

聞きしています。世界中の人がそうでしょう。暗いニュースばかりな

ので、「感染しないか心配」「この先どうなるのか不安」ですよね。そ

して「よくわからない」という人が多いのではないかと思います。そ

こで、小学生向けに作られた資料を基に、この病気について正しく知

ってもらいたいと思います。 

まずコロナウイルスとは何かを知りましょう。形が、王様がかぶ

る王冠(コロナ)に似ているから付けられた名前だそうです。人に感

染するコロナウイルスは今まで６種類が見つかっています。そのう

ち４種類は「風邪をひいた」というときに感染しているものです。た

いがい２・３日で治ります。残りの２種類は SARS(サーズ)と MERS(マ

ーズ)といって症状が重くなります。どちらも動物から人にうつり、

人から人にはなかなかうつりません。今回の新型コロナウイルスは

７番目に見つかった新しいタイプです。 

さて、インフルエンザもウイルスですし、他のウイルスも良く聞

きます。そもそもウイルスとは何なのでしょう。実は生き物ではあり

ません。だからといって土や砂のような物でもありません。自分自身

を増やすために生き物の体の中に入る不思議な行動をします。 

生き物の体は、小さな細胞の集まりです。細胞は分裂して、体を

いつも新しい状態にしています。人も同じです。例えば小学生の皮膚

は２０日ほどですべて入れ替わるそうです。ウイルスはこの細胞の

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/news/news20200403-1.pdf


中に入り、細胞が分裂することを利用して自分を増やします。ウイル

スが増えると細胞が死んでしまい病気になります。すると、体の中に

このウイルスを攻撃する物質が働き、少しずつ病気を治していきま

す。免疫という言葉を聞いたことがあるでしょうか。だから、風邪を

引いたような状態になるコロナウイルスに感染しても２・３日で元

気になります。 

ところが、新型コロナウイルスは人から人への感染力が強く、重

い病気になり自分の力で治せない場合があります。また、新しく発見

されたので薬がありません。ですから世界中が困っているのです。多

くの人が不安になるのもしかたがありません。 

その不安は、新型コロナウイルスを正しく知ることで軽くできま

す。自分がどのように行動すれば良いか分かるからです。小学生や中

学生は感染しづらく、感染しても風邪が治るように済むか症状がな

いことが多いようです。年齢が高い、あるいは他の病気にかかってい

る人ほど症状が重くなり注意が必要です。したがって、みなさんは感

染しないように気をつけるだけでなく「相手にうつさないようにす

る」という行動が大切です。「自分は平熱で咳も出ないから大丈夫」

は間違っているかもしれません。元気でも実は感染しているかもし

れないからです。ですから「手洗い」「手や指の消毒」「マスクを付け

る」「３つの密を避ける」をみんなでする必要があるのです。 

そして、感染が広がるたびに違う問題を起こす人がいます。それ

は、感染した人を責めることです。悪いことをしたから新型コロナウ

イルスに感染したのではありません。気をつけていても感染するこ

とがあります。感染した人を非難することで、その人を余計に苦しめ

ています。そのような人にならないよう、今まで以上に仲間を思いや

る気持ちでいましょう。 

これからもがまんをする生活が続きます。正しい行動をし、みん

なで協力して、もうしばらくがんばりましょう。 



 

  

  



<Vol.10>11/2 校長講話(放送による･プレゼン資料を配付) 

 

私が胸に付けているＳＤＧｓのバッジ

に１年生が気づき、「それは何ですか」と

聞いてくれました。とても大切な活動で、

みなさんの生活とつながりがありますの

で、改めてお話しします。 

これは国連が掲げた 17 の目標を表す

マークです。世界中の国々が協力し、 

2030 年までにかなえる課題です。合言葉は「誰一人取り残さない」

で、世界中の人々を幸せに暮らせるようにする目標です。 

「１貧困をなくそう」について説明し

ます。「１日に使えるお金が 130円しかな

い」という人が世界中に８億人もいるそ

うです。130円ではみなさんが食べている

給食の材料代にもなりません。日本の人

口の６倍以上の人が、２日に１度しか給

食を食べられない計算になります。 

貧しいままではいけない、みんなが豊かに暮らせるようにしようと

いう目標です。このような目標を 17あげています。 

ここですべての目標を説明することはできません。みなさんには

難しく、よく分からない言葉ばかりだと思います。2030 年になると

みなさんは 17 歳から 22 歳になります。高校生か大学生、仕事をす

る社会人になっている人もいるでしょう。その頃になれば難しい言

葉で書かれた目標の意味が分かります。けれども、「だから今の自分

には関係ない」と思うのは間違いです。2030 年に突然達成できるは

ずがありません。今から取り組むことが必要です。一人一人の小さな

取り組みを大切にしていきましょう。 

 

ｴｽﾃﾞｨｼﾞｰｽﾞ
ＳＤＧｓのバッジ

だれひとり

誰一人
と のこ

取り残さない

１  
 

 

 

 

ひんこん

１貧困をなくそう

にち つか かね えん

１日に使えるお金＝１３０円

８００,０００,０００人
にっぽん じんこう

日本の人口(およそ)

１２６,５００,０００人

やく ばい

約６倍

２  
 

 

 



 

まず、みなさんがすることは、仲間を

大切にすることです。学級・学年はもちろ

ん、この黒浜小学校で一緒に過ごす全員

の仲間です。人はみんな見た目も考え方

も違います。仲が良い人もいれば、そうな

らない人もいます。それが分からないと、

けんかになり「相手が悪い」と言います。

自分がした悪いことに気づきません。 

誰もが大切な一人であることを心に留め、相手を思いやる気持ちで

生活しましょう。そうすることが、「３すべての人に健康と福祉を」

「５ジェンダー平等を実現しよう」「16 平和と公正をすべての人に」

につながります。 

明るくあいさつをすることも目標につ

ながります。あいさつをし合うことで心

がつながります。人とのつながりを深め

ることは「１貧困をなくそう」「11住み続

けられるまちづくりを」「17パートナーシ

ップで目標を達成しよう」になくてはな

りません。 

授業で学ぶすべての教科もこれらの目標に関わりがあります。です

から、しっかりと学習をすると、これらの目標と自分がすることのつ

ながりが分かるようになります。「自分の未来のために、未来をみん

なでつくるために」ＳＤＧｓの大きな目標に向かって、今をがんばり

ましょう。 

  

 

2020年
１年生
２年生
３年生
４年生
５年生
６年生

2030年
１７さい
１８さい
１９さい
２０さい
２１さい
２２さい

いま と く

今から取り組む
ひとりひとり ちい とりくみ

一人一人の小さな取組

仲間を大切にする
相手を思いやる

ひと けんこう ふくし

３すべての人に健康と福祉を

びょうどう じつげん

５ジェンダー平等を実現しよう

へいわ こうせい ひと

16平和と公正をすべての人に

３  
 

 

 

 

 

 

明るくあいさつ
人とのつながり

ひんこん

１貧困をなくそう

す つづ

11住み続けられるまちづくりを

17パートナーシップで
もくひょう たっせい

目標を達成しよう

じぶん みらい

「自分の未来のために、
未来をみんなでつくるために」

エスディジーズ おお もくひょう む いま

ＳＤＧｓの大きな目標に向かって今を
がんばる

４  



<Vol.９>10/6 校長講話(放送による･プレゼン資料を配付) 

 

２学期は知恵のひかりを磨くことがテ

ーマです。「知恵のひかり」は「考える」こ

とで磨かれます。先日の「正しい走り方講

座」でも、自分が正しい動きをしているか

いつも考えることの大切さを話しました。

みなさんに考えるチャンスとしてほしい 

ので、学習おもしろ問題を出しています。毎回チャレンジしてくれる

人もいます。今日はみなさん全員に取り組んでもらいます。 

学習おもしろ問題のスライドを見てく

ださい。天秤ばかりは重さを比べる道具で

す。右と左の皿に物を乗せると重い方に傾

きます。同じ重さなら水平に釣り合います。

赤・白・青・黄・黒の５つの玉は、重さが

全部異なり、1g・2g・3g・4g・5gのいずれ 

かです。重さ比べをしたら図１から図４のようになりました。このこ

とを手がかりに玉の重さを当ててください。どうぞ。 

（どうしてもわからないという人にヒントです。図１と図３を見

ると全部の色がそろっています。そして黒が１つで釣り合っている

ことから考えましょう。） 

それでは答え合わせです。図１と図３から、赤と黄色の２つ、白

と青の２つ、黒の重さが同じなので、黒が１番重い５ｇです。図４か

ら、青は赤と白の２つと同じです。図１の右側の青を赤と白に入れ替

えると右側は赤・白・白となるので黄色は白２つ分です。白１ｇ・黄

色２ｇと考えると残りの赤と青が３ｇと４ｇになり、図２の黒より

軽いことに合いません。よって、白が２ｇ、黄色が４ｇですので、赤

が１ｇ、青が３ｇです。わかりましたか。 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



このように「考えること」「チャレンジシートに答えを書くこと」

でアウトプットの学習をしてほしいので、問題を出しています。難し

かったら友だちと協力してはどうでしょう。一緒に取り組むことも

アウトプットになります。 

この学習おもしろ問題は算数の学習と結びついています。他にも

学習につながるるおもしろいものがたくさんあります。 

６年生は社会科で日本の歴史を学習し

ています。先日は国ができあがる頃、1400

年くらい前の学習でした。歴史に関する学

習マンガが図書室にあります。とてもおも

しろく読めて、６年生でなくても歴史を学

ぶことができます。私は国ができあがるこ

ろを描いたミステリー小説が好きで、よく

読みました。千年以上も昔の様子が頭に浮

かびます。聖徳太子という人の息づかいま

で聞こえてくるようです。とてもおもしろ

いですよ。 

授業で学んだことに関連した問題を解

いたり、本を読んだりすると学習が広がり

楽しさをより味わえます。季節は学習や読

書に最適の秋です。チャンス！くろしょう

を合言葉に全員が知恵のひかりを磨いて

いきましょう。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



<Vol.８>9/10 始業式 校長式辞(放送による･プレゼン資料を配付) 

 

短い１８日間の夏休みはいかがでした

か。５年１組の○○○○さんに詳しくその

様子を発表してもらいます。 

聞いている私も楽しくなるお話でした。

みなさんもそれぞれに楽しい夏休みを過

ごしたことと思います。 

さて、２学期は、校歌２番のまなびや黒

浜「知恵のひかりを磨く」がテーマです。

そして、知恵のひかりを磨くチャンスにあ

ふれていますので、２学期の合言葉を「チ

ャンス！くろしょう」としました。特に今

年は、普段の生活にあるチャンスに目を向

けてほしいと思います。当番・係活動・ボ

ランティア活動など自分を生かすチャン

スがたくさんあります。良い例となるのが、

８月６日の終業の会で紹介された４名の

ボランティア活動です。５年１組の○○○

○さん、２組の○○○○さん、６年１組の

○○○○さん、２組の○○○○さんはほぼ

毎日、仲間のため、学校のためになること

に取り組んでくれました。小さなチャンス

を毎日積み上げると大きな成果となりま

す。自分を生かし、知恵のひかりを磨きま

しょう。 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



知恵のひかりを磨くには、アウトプット

の学習が大切です。アウトプットとは身体

の動きがある学習です。始めに紹介した○

○さんは、思い出をしっかりと伝えるため

に心の中にある思いも文章に書き表しま

した。そして、楽しい思い出が良く伝わる

ように、また、聞いてくれる相手も楽しく 

なるように話してくれました。まさにアウトプットの学習です。これ

をモデルにみなさんも毎日の生活に生かしてはどうでしょう。 

10 月に行う黒浜ウォークラリーは、各

学年の知恵を出し合うアウトプットの良

い機会です。11月の持久走大会は、練習で

正しい運動を作り上げるチャンスとそれ

を当日にアウトプットするダブルチャン

スでもあります。アウトプットの学習をし 

て自分を伸ばすチャンスをつかんでください。 

みなさんの生活は２学期で終わりでは

ありません。３学期、次の学年に続きます。

６年生は中学校生活の話題が多くなりま

す。将来の大きなチャンスとなる習慣も身

につけてください。それは、読書と家庭学

習です。「毎日、本を開く」「毎日、家庭学

習をする」という習慣が大切です。なぜな 

ら「読書」をよくする子は「家庭学習」もよくするので学力が高くな

るからです。将来なりたい自分をたくさんの中から選べるようにな

ります。自分の将来を切り拓いていく大きなチャンスをつかむ２学

期にしましょう。 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


