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今各学年の代表者に「修了証」を授与し

ました。「修了証」は学年ごとの学業を修め

ましたという証明書です。「修了証」を授与

する式ですので「修了式」といいます。 

さて、みなさん、「修了」つまり今の学

年で取り組むことをしっかりとやり終え

ることができましたか。「できた」という人

がいるでしょう。また、「たりなかった」と

いう人もいることでしょう。全ての人が今

日で学年を修了します。今の学年をやり直

すことはできません。 

今日で今年度の活動が終わり明日から

春休み、そして、４月８日から新学年のス

タートとなります。この春休みは自分を変

えるチャンスです。今の学年が「しっかり

できた」という人も「たりなかった」とい

う人も次の学年でよりよくがんばるため

にこの春休みに自分を変えてください。 

「自分を変える」ってどうすれば…と思

うことでしょう。実は、私たち生き物は毎

日生まれ変わっています。昨日の自分と今

日の自分は全く同じではありません。私た

ちの体は小さな細胞の集まりです。 

 

 

 

 

 

 

 



細胞は古くなると捨てられ新しい細胞になります。どんどん新しく

生まれ変わっているのです。人間の身体は３ヶ月くらいで、そっくり

入れ替わるそうです。それでも「自分は自分」と思うのは、脳の記憶

によるものです（頭で考えているからです）。とすれば、身体だけで

なく考え方も変えられます。 

身体と同じように考え方や取り組み方

も新しくバージョンアップしていきまし

ょう。昨日より１分でも多く学習する、読

書をする。１回でも多くなわとびをする、

家の手伝いをするなど、自分の身体と一緒

に少しずつ生まれ変わっていきましょう。 

明日から１２日間の春休みで生まれ変

わり、輝きを増して４月８日に登校してく

ださい。全員がそろって始業式を迎えられ

るよう、交通ルールを守り、安全に生活し

てください。 
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式辞（縦書き仕様） 

緑野わたる風さわやかに、春の陽差しを受けて花が輝く今日の佳

き日 

例年とは趣が違いますが、第百二十九回卒業証書授与式を質素な

がらもまごころを込めて挙行できますことに感謝申し上げます。 

卒業生のみなさん、保護者の皆様、ご卒業おめでとうございます。

教職員一同、心よりお喜びを申し上げます。 

卒業証書を授与し、卒業生一人一人と顔を合わせますと、共に過

ごした三年間の出来事が蘇ってきます。楽しいこと感動したことが

たくさんありましたが、みなさんが過ごした第六学年は、我慢を強い

られるつらい一年間でもありました。ところが、みなさんは、活動で

きることを喜び、支えてくれるすべての人に感謝し、できる限りの力

を尽くして活動を豊かなものにしてきました。ピンチでも明るく前

向きに取り組むことで、今まで以上の成果をあげました。どうぞ、胸

を張って黒浜小学校を巣立ってください。 

いよいよ、次のステージとなる中学校生活に臨みます。みなさん

のことですから、困難を乗り越え自分なりのめあてを達成していく

と思いますが、三つの言葉を今一度伝えます。今までも機会あるごと

に話してきた、黒浜小学校校歌の「まなびや黒浜」の言葉です。 

一番の「花のかがやき」のように「輝き」を意識して生活してく

ださい。大きな目標を持って一歩一歩努力を続ける人には輝きがあ

ります。自分の将来像を描き、現在に努力する中学生となって輝いて

ください。 

二番は「知恵のひかりを磨く」です。これからの世の中は数年で

様変わりしていくと予想されます。社会の変化に柔軟に対応してい

く知性を磨かなければいけません。そして、感染防止について過剰な

反応あるいは間違った情報を冷静に見抜く知性が必要だということ



が分かりました。不測の事態を乗り越えた経験を生かし、将来の自分

に必要となる知性を磨いてください。各教科の学習をしっかりと身

につけ、その知識を体験や生活に活用し知恵として生かしましょう。

スマホやゲームにとらわれることなく、知恵を磨く中学生になって

ください。 

三番は「燃えるまごころ」です。環境が変わり、仲間との関係に

変化があるかもしれません。新しい仲間との出会いもあります。人は

人と共に生きていきます。自分も相手も大切にする「まごころ」をも

ってコミュニケーションをとり、一緒に居ることを大切にする中学

生になってください。 

続いて保護者の皆様に申し上げます。お子様のご卒業、まことに

おめでとうございます。この六年間、さまざまな出来事や思いを味わ

い、こうして立派に小学校を卒業する日を迎え、感慨ひとしおのこと

と存じます。家庭のご協力により六カ年の小学校教育を修了するこ

とができました。ありがとうございました。卒業生に話したとおり、

子供たちの未来は明るい展望ばかりとは言えません。将来に備える

「中学校生活の充実」のため、家庭での見届け、中学校との連携を切

にお願い申し上げます。 

改めて、卒業生のみなさんの成長と活躍を祈念申し上げ、式辞と

いたします。 
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２ヶ月遅れで始まった令和２年度の活

動も残り１ヶ月となりました。遅れた分を

取り戻すため、夏休みと土曜日に授業を行

い、火曜日は午前中５コマの授業をしてき

ました。みなさんよく頑張りました。その

おかげで、今年度の学習をやり終えること

ができそうです。 

特に、６年生のみなさんは小学校生活の

大切な思い出となる活動の多くが中止と

なり、つらい思いをしたことと思いますが、

生き生きと明るくがんばりました。できな

くなったことの不満を表に出すことなく、

今できることに前向きに取り組み、そして、

活動を支えた方々へ感謝の気持ちを表し 

てくれました。みなさんのその小学生らしいさわやかな態度に私た

ちは励まされました。ピンチの１年を無事に過ごしてこられたのも

みなさんのおかげです。どうもありがとう。そういうみなさんですか

ら残りの１ヶ月をしっかりとまとめ、小学校生活の集大成となる卒

業式を迎えてくれることと思います。ぜひ「有終の美」を飾ってくだ

さい。 

続いて５年生のみなさんにお話しします。これからの１ヶ月は自

分のめあてを達成し、学級・学年の活動をまとめることと共に、黒浜

小学校のリーダーとなる心構えをもつ大切な時です。模範である６

年生をしっかりと見ならい、４月からの生活に備えてください。２月

１９日の「心ぽかぽかカード」で５年２組の○○○○さんが教職員に

「コロナ禍の中でも私たちにいろいろなことを教えてくださり、あ

りがとうございます。」というメッセージを届けてくれました。「自分

 
ごぜん

午前５コマ

がんばったネ!

 
 

 

ゆうしゅう び

有終の美
 



を支える人に感謝する」という６年生と同じ活動をすでにしていま

す。５年生のみなさん、期待しています。 

４年生のみなさん、３年生のみなさん、２年生のみなさん、そし

て１年生のみなさんも、今の学年の大切なまとめの１ヶ月であるこ

とは同じです。自分のめあてを達成し、学級をしっかりとまとめ、次

の学年への心構えをしてください。 

ところで、みなさん一人一人のめあての

一つに「やればできる検定」の赤い名前シ

ールがありますが、どのような段階ですか。

すでに赤シールになった人もいるでしょ

う。そうでない人は、残り１ヶ月で赤シー

ルになる見通しがありますか。「届きそう

もない」という人は来年度の目標値を低く

しなければなりません。学年が進むのに、

「めあては低くなる」「レベルが下がる」そ

れでいいのでしょうか。あなた自身の「や

る気」が試される大切な１ヶ月であること

も忘れないでください。 
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スライド１は今から 60 年以上前に「問

題を解く能力」を研究した実験です。これ

をみなさんに体験してもらいます。机にロ

ーソクと一箱の画鋲、マッチがあります。

ロウソクに火をつけて左の壁に取り付け 

る方法を考えてください。ただし、溶けたロウが机にたれないように

してください。では、考えてください。(30秒) 

それでは、正解です。画鋲の箱を空にし

て画鋲で壁に留めます。ロウソクに火をつ

け、ロウを垂らしロウソクを立てます。こ

れならば安定しますし、ロウは机にたれま

せん。実験では、ロウソクを画鋲で留めよ

うとしたり、直接壁につけようとしたりの

失敗が繰り返されました。 

ところで、この実験は目的が違う２グル

ープで確かめられました。Ａグループは

「どれだけ早く解決できるかを調べるの

で協力してください」とその人の「やる気・

やりがい」に訴えかけ、対してＢグループ

には「早くできた順に賞金をあげます」と

伝えました。１番ならたくさんもらえます。 

結果は、「やる気・やりがい」グループ

の方が早く解決しました。いろいろな方法

を工夫して考えを生み出したからです。

「賞金」グループははじめの方法で何とか

できないかと繰り返し失敗しました。きっ 

と頭の中はお金のことでいっぱいだったのでしょう。 

ろ う そ く もんだい

ロウソク問題
ひ

ロウソクに火をつけます。
つくえ

とけたロウが机にたれないように
ひだり

左のかべにとりつけてください。

ロウソク
はこ が

１箱の画びょう マッチ

 
 

 

 

 
【正解シート掲示】 

しっぱい

失敗①
ロウソクを画びょうで止める

しっぱい

失敗②
ロウソクをとかして
かべにつける
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この実験には追加があり、画鋲を箱から

出しておくと、「賞金」グループの方が早く

解決しました。はじめから空き箱が目に見

え「画鋲を出して、その箱を使う」という

アイディアがいらないからです。 

みなさんが大人になる頃、この「アイデ

ィアがいらない」という仕事はロボットが

するようになります。その方が早く正確に

できるので、半分の仕事がなくなります。

そして、「考えを深める」という人にしかで

きない仕事が生み出されていくと考えら

れています。 

ですから、みなさんは「やれば変わる！

やればできる！」で「やる気とやりがい」

を磨いています。「まごころ」は「いっしょ

に居ること」を大切にすると共に「自分を

磨く、自分に真剣に尽くす心」です。一生

懸命考える学習をしていきましょう。 

先ほどの「壁に箱をつける」にもよりよ

い付け方があります。画鋲の数、しっかり

とつける画鋲の位置も大切です。「全部使

っちゃえ」では工夫がありませんし、美し

くもありません。よりよい考えにするには、 

自分自身がアイディアを考え、みんなで深めていくことが必要です。

それこそが「アウトプットの学習」です。アウトプットの学習で将来

の自分をつくっていきましょう。 

ろ う そ く もんだい

ロウソク問題②

このようにすると
かね

お金をもらえるグループが
はや かいけつ
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が
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あ はこ

空き箱

 
 

かんが ふか

考えを深めるのは
ひと

人にしかできない

さぎょう

きまった作業は
とくい

ロボットが得意

いま しごと はんぶん

今ある仕事の半分がなくなる…
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みんながそろい３学期をスタートさせ

ることができました。そして、新しい年を

迎えました。「３学期にがんばること」ある

いは「今年一年のめあて」を持ち、やる気

いっぱいでいる事と思います。 

今年は、十二支でいう「うし年」です。

十二支には、覚えやすくするためにそれぞ

れ１２の動物が充てられています。「うし」

は「我慢」、「これから発展する兆し」の年

になるという意味が込められているよう 

です。昨年から続いている「我慢」の中で、みなさんは「今できるこ

とに感謝する」という気持ちで、さまざまな活動に取り組んできまし

た。その気持ちを発展させる３学期としていきましょう。 

さて、新型コロナウイルス感染症の広が

りが収まりません。みんなが不安です。そ

の不安から相手を責める「イジメ」も広が

っています。感染した人を責め、その治療

をする病院に勤めている人を責め、その家

族を責めるという「イジメ」です。みなさ

んはそのような「イジメ」を広げる人にな

らないでください。もちろん、いつもの生

活でも「イジメ」があってはいけません。

人からされて「いやだな」と思うことがあ 

あたら とし

新しい年
がっき

･３学期にがんばること
ことし いちねん

･今年一年のめあて
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自分が「いやだな」と感じることを
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人にする＝「イジメ」

 

 

 

 

 



りますか。自分が「いやだな」と感じることを人にすること、それが

「イジメ」です。ふだんの生活での「イジメ」にも注意していきまし

ょう。 

私は、この冬休みに、素晴らしい活動を

している人を知りました。大晦日の紅白歌

合戦に出場した「ベビーメタル」です。23

歳と 21歳の女性２人のユニットで、「イジ

メ、ダメ、ゼッタイ」という曲を９年前に 

発表しました。みなさんとそう変わらない年齢から「イジメ、かっこ

わるいよ」と歌い続けています。その後、ヨーロッパやアメリカなど

世界中で活躍し、日本語のまま「イジメ、ダメ、ゼッタイ」を歌いフ

ァンを広げています。言葉が分からない人にも、歌とダンスを通して

「いっしょにいることの大切さ」を味わわせているのです。 

３学期の合言葉は、「まごころ♡クロショ

ー」です。「まごころ」は「いっしょにいる

ことを大切にする」ことと話してきました。

「いっしょにいることを大切にする」人は

「かっこわるいイジメ」を絶対にしません。 

身近な仲間と「いっしょにいることを大

切に」してください。今の学級の仲間、今

の黒浜小のメンバーで過ごすのは残り３

ヶ月です。一人一人が「いっしょにいるこ

とを大切に」して、「まごころ♡クロショー」 

を「発展」させていきましょう。 

イジメ、かっこわるいよ～♪
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