
心は，絶対に離さずに

校 長 勝田 隆志

ある保育園の園長さんがお書きになったコラムを紹介します。

お茶の水女子大学の内田名誉教授が，親子の関わり方と語彙等の獲得

について，日本をはじめ４ヶ国の小学校に上がるまでの3,000人の子ども

を対象に個別面談を実施しました。その結果，親子のふれあいを大切に

一緒に絵本を読んだり，工作遊び等をして楽しい時間を過ごす「共有型

しつけ」の家庭では，子どもの読み書きや語彙獲得の得点がともに高く

なったのですが，一方，悪いことをしたら罰を与えるのが当然と考える

「強制型しつけ」の家庭の子どもは，いずれの得点も低くなったことが

分かった，そうです。

この調査は，親子の関わり方が大切であり，子どもと向き合う時間を

確保することが，子どもの成長に好影響を与えるということを教えてく

れています。子どもを甘やかすということではなく，親が真正面から向

き合うという姿勢が子どもに精神的な安定感を与え，子どものやる気を

後押ししているのではと考えます。

私はこのコラムを読んで，調査対象は未就学児でしたが，親子で共有する時

間を過ごすことは中学生であっても同様に大切なのではないかと感じました。

制服や身なりが整っているかを一緒に確認したり，学校やクラスの様子はど

うか，困ったことはないかなどを尋ねたり，子どもからの問いかけや話をじっ

くり聞いてあげたり，親子で一緒に食事をする時間を確保したり，こういった

関わりが必要だと考えます。

有名な『子育て四訓』のなかに，少年時は「手は離しても目を離さず」，青年

時は「目は離しても心を離さず」とあります。親として適度な距離感を保ちな

がらも，しっかりと関わりながら目や心は子どもから離さずにいたいものです。

子どもが思春期に入り，子育てに日々悩みがあるのは当たり前です。親はみ

な，親をやるのが初めてなのですから。これから先，高校卒業後に親元を離れ

る子どもさんもいることでしょう。いずれ子は親元を巣立つ，そう考えると多

感な時期の子育てを楽しむ（苦労する!?）のもあとしばらくなのかもしれませ

ん。ついやってしまいがちな険しい表情ではなく優しい眼差しで，親としても

っと関わり，もっと語り合い，もっと励まし，親子の時間をこれまで以上に増

やしていきましょう。（そう言う私はどうだったか。恥ずかしながら自分の子育

てを大いに反省しながら申し上げている次第です。）

さて，充実期として様々な行事を乗り越えた２学期が終了します。明日から，

各自が進級や入試に向けてやるべきことを落ち着いて取

り組む大切な冬休みに入ります。特に健康面には十分に

気を配り，感染症対策にも注意して過ごしましょう。

保護者や地域の皆様，今学期も本校の教育活動やＰＴ

Ａ活動にご協力いただきありがとうございました。よい

お年をお迎えください。

１月１日（日） 元旦

４日（水） 仕事納め 成人式（予定）

10 日（火） ３学期始業式

11 日（水） ３年第４回実力試験

12 日（木） 音楽出前授業 34 校時 2A 56 校時 2B
13 日（金） 音楽出前授業 12 校時 1A 34 校時 1B

２年高校出前授業 56 校時
14 日（土） 土曜授業 学びの時間

16 日（月） 学びの時間

17 日（火） 鹿児島学習定着度調査（ 1 年国理， 2 年理国）
18 日（水） 鹿児島学習定着度調査（ 1 年英数社， 2 年社英数）
19 日（木） 中学校入学説明会

20 日（火） ２年高校出前授業 56 校時
23 日（月） ｹﾞｰﾄｷｰﾊﾟｰ養成講座 1 年 入試【鹿屋中央，第一】

24 日（火） 第 5 回学校運営協議会
入試【尚志館，神村，城西・鳳凰】

25 日（水） 入試【鹿児島実業】

26 日（木） 市移動博物館（ 2 年生参加） PTA 理事会
27 日（金） 入試【樟南】

28 日（土） 入試【情報】

30 日（月） いじめアンケート実施

31 日（火） 生徒会専門部会

有明中学校 学校だより

公孫樹
い ち よ う

（有明中ｼﾝﾎﾞﾙﾂﾘｰ） 令和４年 １２月号

頑張りましたね！！
「税を考える週間」標語

志布志市税務課長賞 1A 山名 蒼空
志布志市教育長賞 2B 加世田 莉紗 入選 3A 德田 綾佑

第２４回南九州市かわなべ春の俳句大会
鹿児島県俳人協会賞 2A 鉾立 愛莉
特選 2A 江夏 咲波 入選 2B 立山 瑠華

曽於支部各校対抗弓道大会
優勝（総合個人） 2B 黒 拓真
優勝（総合団体） 2B 深川 奈々 2A 馬原 琉佳 1B 上迫 昇太

第３回 県下秋季ジュニア通信弓道大会
優勝（女子団体） 2A 馬原 琉佳 2B 深川 奈々 2A 二重 ひなた
優勝（1年男子団体） 1B 濱岡 佳輝 1A 蔵坪 優翔 1B 坂井 悠浬
優勝（総合個人） 2B 深川 奈々 3位（1年女子個人) 1A 上村 優奈
優勝（1年男子個人） 1B 岩下 輝哉
準優勝（1年男子個人）1B 林 秀一 5位（1年男子個人）1A 蔵坪 優翔

第12回 大阪成蹊全国アート＆デザインコンペティション
大阪成蹊芸術奨励賞（銅賞） 3A 米山蒼生

「月で暮らそう、月で遊ぼう 重力 1/6 のワンダーランド」展
月で着たい宇宙服のアイディアコンテスト

ギャラリーエークワッド賞 2A 上野 攻之助
優秀賞 2A 下戸 良佑

第18回IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」
優秀賞＜鹿児島県教育委員会＞ 1B 岩崎 凛
優秀賞＜特定非営利活動法人鹿児島インファーメーション＞

3B 土橋 さくら12月 10日（土）校内駅伝競走大会

11月 25日（金）有明老人クラブ雑巾寄贈

12月９日（金）法教育授業（内藤弁護士）

12月 13日（火）・15日（木）ボッチャ体験授業

弁護士の内藤先生によ
るいじめ予防教室をリモ
ートで実施しました。当
日は，具体例を挙げて，
お話をしてくださいまし
た。自分たちの生活に活
かしてほしいと思いま
す。

【生徒の感想】いじめは，してはいけないということを改めて強く感じた授業で
した。もし，してしまった場合の償いの重さや，いじめで亡くなってしまう方もい
ること，そして，過去に内藤先生が体験した実話なども話してくれたので，いじめ
をすることが，如何に重いことなのかを感じました。今後，自分は絶対にいじめに
加担せず，いじめられている人を見かけたら声をかけるようにしていきます。（3 年
男子）

障害者ｽﾎﾟｰﾂ「ﾎﾞｯﾁｬ」体験の授業を
１・２年生で行いました。当日は，県
障害者ｽﾎﾟｰﾂ協会の丸野さんと福水さん
が来校され，講師としてご指導いただ
きました。ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの競技種目である
「ﾎﾞｯﾁｬ」を少しでも身近に感じること
が出来たのではないかと思います。「ﾘｽ
ﾍﾟｸﾄ ｱｻﾞｰｽﾞ」の心を!!

１ﾁｰﾑ 7 人のﾁｰﾑ編成で行いましたが，当日，欠席や体調不良等で走れない生徒の代わりに 2 回
走った生徒もいました。皆，ﾁｰﾑの為に粘走して頑張りました。

有明老人クラブの方
が来校され，学校に雑
巾を寄贈してください
ました。美化部長の下
戸君が「もっと掃除を
頑張ろうという気持ち
になりました。」とお
礼を述べていました。

冬季休業期間中の新型コロナウイルス感染防止対策のお願い

現在，県内では新型コロナウイルスの新規感染者数が上昇傾向に転じて
います。中でも，10歳代の感染者数が増加傾向にあります。
明日から冬休みに入りますが，場面に応じた適切なマスクの着脱や換気

などの基本的な感染対策を行うとともに，部活動や外部団体での活動にお
いて，飲食や更衣，バスや自家用車での移動等の場面においても感染対策
を徹底してくださいますようお願いいたします。


