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歩（ふ）
～ １ｍｍの努力を続けよう ～
校長

寺尾

哉

２学期が始まり、１ヶ月が経ちました。開始当初は、感染者や濃厚接触者、また、発熱や風邪
症状等のため、学校に来ることのできない児童も多かったのですが、全国の感染者の減少にとも
ない、本校でも感染状況は落ち着きつつあります。９月から準備の始まった運動会も、いよいよ
本番に向けて、本格的な練習に入ります。感染状況は落ち着いてきたものの、今年度も感染
リスクを考慮した練習となります。その中でも子どもたちが自身の体力の伸長を実感し、仲間と
の競演を楽しめる運動会となるよう取り組んで参ります。保護者の皆様にもご支援ご協力を
いただき、最高の運動会にいたします。
さて、ボードゲームの一つに将棋があります。その駒の中に「歩」があります。王将を最前線
で守る９駒ずつのこの駒は、前に１マスずつしか進むことができません。しかし、相手陣地に
進むことで「金」に大変身し、絶大な力を手に入れます。「歩」のこのような変身は「一歩一歩
でも確実に歩んでいけば、大きな力を得ることができる」という例えに使われます。この夏、
アーティスティック・スイミング世界大会において、乾有紀子さんが日本人で初めてソロでの
金メダルを獲得しました。乾さんの大切にしている言葉「１ｍｍの努力」は、この「歩」の話に
通じるものです。
井村雅代さんは、コーチとして低迷を続けた日本チームを復活させた人です。その数多くの
教え子の中に、2002 年のアテネ五輪デュオで銀メダルを取った立花・ 武田選手がいます。
デュオで大事なことは、息が合い動きがズレ、同じように見えることです。しかし、立花選手は
身長 170 ㎝、武田選手は 165 ㎝、5cm の身長差がある二人ですが、特にジャンプに 差がある
ことに違和感を覚えた井村コーチは、武田選手に「あと 5cm 高く跳べるか？」と言います。
「無理です。できません。」という言葉が返ってきます。綺麗に見えるには、あと 5cm どうして
も必要です。そこで井村コーチが 「明日、あと 1mm 高く跳べるか？」と聞くと、
「頑張って
みます。」と答え、次の日 1mm 高く跳べたそうです。次の日も、「もう 1mm だけ高く跳べる
か？」と言うと、昨日 1mm 跳べたという自信がついた彼女は「頑張ります。」と答え、また 1mm
高く跳べました。それを 10 日やったら 1cm 高くなり、時間をかけ最終的に目標の 5cm まで
到達したそうです。
運動会に向けて、一人一人が自分自身への挑戦を行います。子どもたちにはこの「１ｍｍの
努力」の気持ちを大切にして、将棋の「歩」のように前に一歩一歩着実に進み、自分の成長を
実感してほしいと思います。
この秋には運動会だけではなく、バスを使っての校外学習も始まっています。４年生は茨城県
へ博物館、工場見学に行ってきました。１年生は動物公園、２年生はアンデルセン公園、３年生
は房総のむらへ行きます。そして、６年生は運動会後すぐに修学旅行が控えており、日常の学習
に加えて、全校行事である運動会、学年行事である修学旅行を進めています。
５年生は１１月に自然教室が予定されています。当たり前ではありますが、
どの学年も一歩一歩計画的にしっかりと確実に歩（ほ）を進めることで、
大きな目標を達成します。「これは 1 人の人間にとっては 小さな一歩だが、
人類にとっては偉大な一歩である。」この言葉は、人類史上初めて月面に
立ったニール・アームストロング船長の言葉です。そんな一歩も小さな一歩
の積み重ねです。四和小では日々の一歩を大切に教育活動を進めて参ります。
保護者の皆様、ご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。

１０月行事予定 予定は現時点のものになります。変更があった場合はその都度お知らせいたします。
月

火

水

木

金

土・日

３
全校朝会
運動会練習開始
1～4 年5 時間授業
5.6 年6 時間授業
（係打合せのため）
１０
祝 スポーツの日

４
５
６
2 年生校外学習
1 年生
「アンデルセン公園」 「鍵盤ハーモニカ講習会」

７
登校指導
前期終了
通知表配付

８．９

１１

１７
振替休業日
運動会予備日

１８
１９
5 年生
「日産自動車オンライン見学」

１４
運動会前日準備
1～4 年13:15 下校
5.6 年14:30 下校
２１
6 年生 PCR 検査キット回収

１５．１６（予備日）
運動会
1～５年12:20 下校
6 年 12:30 下校
２２．２３

２４
5.6 年委員会活動
1.2 年うさぎのみみ

２５

３１
就学時健康診断
全校 12:45 下校

１１/１
全校朝会
図書まつり（～12/1）

１２

１３
1 年生校外学習
「千葉市動物公園」
２０
2 年生町探検
6 年生 PCR 検査キット配付

２６
２７
２８
6 年生 修学旅行
6 年生 修学旅行
「日光東照宮・江戸村」 「日光東照宮・江戸村」

２９．３０

２

５．６

３
祝

４
文化の日

☆夢☆
☆希望☆

◎10 月は「千葉県スポーツ推進月間」です。県内各地でスポーツイベントの開催が予定されています。感染対策を
して「運動の秋」を感じるよい機会になればと思います。
【１１月の主な行事予定】
１日(火)全校朝会 図書まつり（～12/1）
スクールカウンセラー来校
２日(水)市民文化祭児童生徒作品展（～6 日）
３日(木)祝 文化の日
４日(金)セクハラ・体罰アンケート配付
７日(月)よつわっ子マラソン開始
スクールカウンセラー来校
８日(火)３年生校外学習「房総のむら」
９日(水)四街道市小中学校音楽発表会
１０日(木)５年生自然教室「大房岬自然の家」
１１日(金)５年生自然教室「大房岬自然の家」
１５日(火)２年生「おはなし会」
１６日(水)印旛地区小中学校音楽発表会
１８日(金)授業見学 保護者会 学校評議員会議
２０日(日)WALLABY RUN(旧ガス灯ロードレース)
２１日(月)委員会活動（５、６年生）
スクールカウンセラー来校
２３日(水)祝 勤労感謝の日
２４日(木)3，4 年生「パラバドミントン出前授業 」
２５日(金)クラブ活動（４～６年生）
２９日(火)「夢・希望」芸術鑑賞会（PTA 主催）

☆夢・希望があふれる学校に☆
９月３０日(金)に行われた「親子・地域
合同美化作業」では、保護者や地域の方々
にご参加いただきありがとうございまし
た。これで、１０月１５日に予定されて
いる運動会が素晴らしい環境で開催でき
ます。
美化活動の後には、３年ぶりに引き渡
し訓練を行うこともできました。不慣れ
な点があり、お待たせしてしまうことも
あったと思い
ますが、皆様
の御協力で、
無事にお子様
をお渡しする
ことができま
した。今後も改善をしながら不測の事態
に備えてまいります。

スクールカウンセラーのお知らせ
保護者、児童が学校生活についての心配事等を相談できる
スクールカウンセラーが配置されています。
☆並木先生（10:00～16:00）３日(月)20 日(木)場所：四和小
☆増田先生（10:00～16:00）４日、11 日、18 日、25 日(火)場所：中央小
☆桂島先生（10:00～16:00）6 日、13 日、20 日(木)、26 日(水)場所：和良比小
ご希望の方は学校（教頭）までご連絡
ください。
「教育奨励賞憲章」及び「県議会児童表彰」について
標記の件について、調査依頼がありました。
つきましては、下記に該当がある場合は、教頭までお問い
合わせください。
１ 表彰の選定方法について
（１）該当者
・芸術部門スポーツ部門で、国際大会及び全国大会で
最優秀の成績をおさめたもの
（２）主催者について
①国又は地方公共団体が主催又は後援をしている行事
②次に掲げる者が公益を主目的として主催する行事
2 提出期限
（１）第一期 令和３年１２月１日～令和４年 ９月３０日の間に
表彰を受けた児童（締切：１０月 ５日）
（２）第二期 令和４年１０月１日～令和４年１１月３０日の間に
表彰を受けた児童（締切： １月２８日）
（３）第三期 令和４年１２月１日～令和５年 １月３１日の間に
表彰を受けた児童(締切： １月３０日)
３ 必要書類
（１）表彰状の写し （２）開催要項・実施要項
（３）全体の大会結果又は順位が確認できる書類等
期限が厳しくなっておりますので、
書類がそろわなくても、 まずは学校へ
御連絡をお願いいたします。
℡043-432-5441 担当：教頭 桃木

