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姿勢を正して 

体と心を鍛える 

校長  渋 谷  浩 

 

１学期、本校の「出席率」は

98.84％を記録しました。平成

29 年度が 97.86％、そして昨

年度が 98.04％と上昇してき

て、今年の 1 学期が 98％後半に

なってきました。気候的には少雨乾燥、急激な高温、低温多雨と体調管理には難しさのある 1 学期

でしたが、99％に迫る出席率は本当に立派です。 

そして迎えた 8 月 20 日の始業式。私が子どもたちに伝えたのは「姿勢を正しくしよう！」という

ことです。 

 上の資料にもあるように、姿勢が悪いと心身におよぼす悪影響があることは、各方面でいわれて

います。最初に述べたように、池小っ子は毎日元気に登校してきてくれています。さらに本物の

「つよい心と体をもつ子」（本校教育目標の 1 つ目！）になるためには、姿勢を正すことが有効だと

私は考えています。学校では、授業始まりに一斉に正しい姿勢でスタートすることから始めていきま

す。ご家庭でも、せめて食事の時には正しい姿勢を取らせるところから、指導（しつけ）をお願い

したいと思います。 

 「つよい心と体」で、最終的には出席率９９％の大台に乗せたい！なんて思っています。 

※心身の不調の場合は、もちろん無理させず休ませてください。そして「早期回復」が大事です。 

・つよい心と体をもつ子   【校訓】 

・よく考えやりとげる子 

 ・明るく思いやりのある子 

 

姿勢が悪いとどうなるの!?  

 

姿勢の悪さが自己肯定感の低下にもつながっている!? 

そもそも姿勢が悪いと、どのような影響があるのでしょうか。 

「姿勢が悪いことで起こる一次的な問題として挙げられるのは、呼吸が圧迫されて酸素を取り入

れ  れにくくなる、筋肉が硬くなる、腸など内蔵の働きが悪くなるなど、主に体の不調です」 

「二次的な問題としては、姿勢が悪いことによって、覗き込むように字を書いたり、目を斜めに使

ってしまったりすることで、継続して勉強ができずに学力が低下することが挙げられます。また、姿勢が悪いと柔軟

性がなくなり、つまずいたり転んだりしやすくなるので、ケガも増えてしまいます」 

姿勢が悪いことで体への直接的な影響だけでなく、そこから発生する二次的な問題もあることがよくわかりました。

さらに、西村さんによると、そのほかにも大きな影響を受けるものがあるといいます。 

「姿勢が悪いと自信がなさそうに見えるため、そこから自己肯定感の低下を引き起こすことがあります」 

「姿勢がいいと褒められることが多いですが、反対に姿勢が悪いと自信がなさそうに見えたり、やる気がないよう

にも見られます。そのせいで、先生や親からマイナスの言葉を浴びせられることにつながります。人からの評価が悪

いと自己肯定感がなかなか身につかなくなり、生活にも大きな影響が出てしまうのです」 

姿勢の悪さが、自己肯定感の低下にまで及ぶとは驚きです。姿勢がいかに大事なのかがわかりますね。 

一般社団法人「子どもの姿勢とこころの発達研究所」代表理事の西村猛さん談話（「いこーよ」HP より） 
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 夏休みの作品展が開催されました。 

 左上から反時計回りに 1 年生、2 年生、3 年生、4 年生、5 年生、6 年生で

す。 

 どの学年も力作が勢ぞろい。アイディアあふれるもの、じっくり時間をかけ

たもの、興味を持って調べたもの、貴重な体験をまとめたもの、そして親子で

頑張ったねって感じのもの…。どれも素敵な作品です。 

 お家の方々には面倒をおかけしますが、親子で考えたり一緒に取り組んだり

…小学校のうちにしかできないことですから、楽しんで取り組んでいただけれ

ばと思います。 

 冬休みも、どうぞよろしくお願いします。  

 

 

 １年生の交通安全教室が８月２２日（木）に行われました。 

 ４月には全員「歩き」で教室を行ったところですが、今回 

は自転車に乗っての実地練習も行いました。 

 自分の体に合った自転車に乗ることやブレーキは左（後輪） 

右（前輪）の順でかけることなどを指導しました。（今回、ヘ 

ルメットを着用していた子は 1 名しかいませんでした。子ど 

もの命を守る大切なものですから、ヘルメットの用意を是非お 

願いします。） 

 歩行グループと自転車グループが、それぞれ道路で実地練習

をして教室を終えました。 

 これから日暮れが早くなったり、輸送繁忙期を迎えたりしま

す。ご家庭の方でも、安全指導をよろしくお願いします。 

 右の写真は代表委員会が保育

所訪問をした時の一コマです。前期の活動も今月で終わり

となりますが、代表委員会は募金や意見箱、挨拶運動や廊

下歩行の声掛け等、率先して「より良い学校づくり」に取

り組んでくれました。その他の委員会も、新たな取組を工

夫して展開している様子が見られました。 

 後期の活動にも期待しています。「自分たちの学校を、 

自分たちの手で良くしていこう！」そんな意識が徐々に育

ってきています。大切な学習活動ですね。 
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 「池田町小学生道外派遣研修」に団長として行ってまいりました。主

な行程は 1 日目～ひめゆりの塔、平和祈念公園 2 日目～美ら海水族館､

ﾕﾝﾀﾝｻﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑ、この日から 3 日間民泊 3 日目～嘉手納基地、さとうき

び畑の歌碑、チビチリガマ、座喜味城跡 4 日目～マリン体験、交流昼食会 5 日目～首里城、帰町。 

4 泊 5 日の日程で、うち 3 日間は読谷村の民家さんに民泊。気候

や文化の違いはもちろん、沖縄には 74 年前の沖縄戦の歴史があり戦

争と平和に関する学習機会がたくさんあります。今回の 35 名の団員

たちは、たっぷり学んで、たっぷり楽しんで帰ってくることができま

した。 

各町村で道外派遣や交流事業が行われていますが、池田町のように

「希望者全員」「沖縄 5 日間」というのは他に類を見ません。本当に

貴重な機会ですので、ぜひ参加することをお勧めします。 

また、そうであれば 4 年生までに、身につけておかなくてはならな

い基本的な事柄があります。例えば「健康」の自己管理。酷暑の中で

の 5 日間です。相当な体力と自己管理が必要です。「時間を守る」「集

団行動ができる」「正しい言葉遣いができる」「持ち物の管理」「返

事をしながら話を聞く」…本当に基本的な事柄ですが、この事業に参加するためにはできるようになって

おかないとならないことです。 

池田町の子どもの健やかな育ちに、大いに役立つ素晴らしい事業だと改めて感じました。 

-がんばる池小っ子- 
【第４４回幕別町陸上  

競技記録会】7/７ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

３年 齊藤沙羅さん 

⚫︎ピティナピアノコンペティション 

北日本 1 地区    本選優秀賞（7/29） 

北日本 2 地区   本選優秀賞  （8/1） 

⚫︎毎日こどもピアノコンクール 本選会 

小学 3 年生の部   銀賞  （8/6） 

６年 岩佐晴香さん   ４年 門馬心温さん   ６年 荒井美南さん   １年 門馬絢心さん 
小６女子８００Ｍ第１位 小４女子１００M２１位 小６女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸ投第１位 小 1 男子８０M 第 6 位 
小６女子１００Ｍ第５位 小４女子走幅跳  ９位 小６女子走幅跳  第３位 

 

美南さんの 
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰは 
大会新記録！ 
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（左から） 
1年 小林楓斗さん 
背泳ぎ25ｍ 第1位 
自由形25ｍ 第1位 
自由形50ｍ 第1位 
２年 栁田琉生さん 
背泳ぎ25m 第2位 
自由形25m 第2位 
自由形50m 第2位 
5年 栁田翔空さん 
個メ 100ｍ 第 1 位 
背泳ぎ50ｍ 第1位 
自由形50ｍ 第1位 

【第２８回滝川スポーツフェスティバル        【令和元年度全珠連帯広珠算競技大会】8/25 

バドミントン大会小学生の部】７/28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第５０回池田町民水泳大会】8/25 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月の行事予定 

 ２日（月）後期児童会選挙 
３日（火）ＡＬＴ 
４日（水）宿泊学習（5 年） 
５日（木）宿泊学習（５年） 

 ６日（金）管内特支レク 道ｼｪｲｸｱｳﾄ 研修日 
 ９日（月）クラブ 
１０日（火）ＡＬＴ 職員会議 
１１日（水）児童会 
１２日（木）池田町教育研究大会（池田小） 
※１，３，５年～４時間 ２，４，６年～５時間 

１３日（金）３年ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｰ つくしふれあいタイム 
１６日（月）敬老の日 
１７日（火）ＡＬＴ １年動物園 
１８日（水）修学旅行（6 年）中ブロ交流（池小） 
１９日（木）修学旅行（6 年）４年ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ 
２０日（金）６年休業日 
２２日（日）秋分の日 2３日（月）振替休日 
２４日（火）ALT 低ブロ交流（池小）  

校区内巡視（～２７日） 
２５日（水）火災避難訓練 分掌会議 
２６日（木）マラソン記録会（２・３校時）クラブ 
２７日（金）児童会総会 児童交流会 
２８日（土）池田中学校文化祭 
３０日（月）児童会 

＊朝、校門に立っていると「先生、おなか出て
る！」と正直な小３女子。バレたか～。 

＊右折待ちの車を見て、小走りに横断する子が
増えてきた。「周りが見える」「人の思いに気
づく」大事な力です。 

＊左の９月行事予定には、修学旅行を筆頭に各
学年たくさんの行事が盛り込まれています。
“みのりの秋”になりそうですね。 

＊我が家ではサンマは百円を切らないと食卓
に登場しない。いつ出会えるか？ 

＊お盆に孫が１週間いてくれた。幸せな日々で
あった。勝毎花火の最中に眠っていた。大物
だね（笑） 

＊９月９日に私は人間ドック。無事、帰ってこ
られるか?! 

＊読谷の方は泡盛「残波」をサプリメントだと。
そのサプリを飲んで、翌日 ITY 先生は私の分
までシュノーケリングを２セット頑張って
くれた。グッジョブ！！ 

＊沖縄はロー○ンとファ○マ。セ○ンが那覇に
今年１店舗オープン。セー○マはありません
でしたぁ(笑)でも、ニ○リはありましたよ！ 

＊G マジック点灯！！ 
＊９月は川が澄むといいなぁ。    （浩） 

３年 佐野仁思さん 
個人総合 3 年の部    第６位 
読上暗算 3 年以下    第 3 位 
読上算 ３年以下    第 3 位 
フラッシュ暗算 3 年以下 第 6 位 

４年織本知夏さん４年荻原たえさん 
４年女子 W 準優勝 

 


