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タイムマネジメント力（時間の使い方をコントロールする力）
校 長

中 村

聡

今年度午前５時間制を導入し、子どもたちが昨年より早く下校するようになりました。学
校の教育活動評価では、お家の方も子どもたちも概ね午前５時間制を肯定的に受け止めてく
れています。しかし、一方で早く下校した後の時間の使い方に課題があることも見えてきま
した。学力の向上や良い生活習慣形成には、時間を有効に使うスキルを身に付けることがと
ても大切です。今回は、前号の「段取り力」に続き、子どもたちにぜひ身に付けさせたい力
「タイムマネジメント力（時間の使い方をコントロールする力）」について書かせてもらい
ました。
メジャーリーガーの大谷翔平選手は、投手と打者の二刀流を実現するために「時間」をど
う使うか常に考えて日々を過ごしているそうです。それは、日本ハム時代、大谷選手の投手
コーチとして５年間指導した黒木知宏氏や監督の栗山英樹氏をはじめ、彼を知る周囲の人が
アスリート大谷翔平を語る時、決まって「時間」という言葉を語ることからも分かります。
「時間」に関わる大谷選手のエピソードに次のようなものがあります。平成 27 年のオー
ルスター戦に登板したその日の夜、テレビ番組に出演し終わった後、出演のお礼に番組スタ
ッフが食事に誘ったそうです。お店を予約しようとした時、大谷選手はテレビ局の社員食堂
に行くことを申し出て、番組スタッフと共に食事をしたのです。食事を終えて社員食堂を出
る際にスタッフの一人が「大谷さん、社食で大丈夫でしたか？」と聞くと、彼は「大丈夫で
す。お店に行く移動時間のことを考えると社員食堂で十分です。時間がもったいないですか
ら。」と笑顔で答えたそうです。
大谷選手が口にした「時間がもったいないですから」という言葉。彼が二刀流を実現でき
た裏側には、時間は貴重だからこそ決して無駄な使い方はしないという日頃の意識の高さを
感じます。タイムマネジメント力（時間の使い方をコントロールする力）は、子どものうち
から育てたい大事な力です。時間の使い方一つでその先の未来はいかようにも変化するから
です。次年度は、一層の学力向上に向けて、この力を高めていきたいと考えています。
２３日（土）からは春休みに入ります。時間を計画的に使う練習をして進級、進学に備え
させたいものです。各ご家庭でも生活管理や点検・指導にご協力をお願いいたします。
ブルーとピンクを加えて、５人になった絆
マン。次年度からこの５人が荒小のヒーロ
ーです。来年度もみんなでこの５人のヒ
ーローを目指して頑張っていきます。

新たな仲間が加わった「絆マンファイブ」

①絆マンレッド：
→学級の絆を深めよう
②絆マンイエロー：
→ファミリー班の絆を深めよう
③絆マングリーン：
→地域との絆を深めよう
④絆マンピンク：
→学力を高めよう
⑤絆マンブルー：
→メディアと上手につき合う力
を高めよう
※④、⑤は新たな絆マンです。

学年の集会活動やＰＴＡの各種会合等で使われている２
階集会室。その廊下側壁面に窓を新設し、その費用に荒浜小
学校後援会費を使わせていただきました。前後２か所、大き
な窓ができたことで、今まで以上に明るく風通しのよい部屋
になりました。後援会の皆様、地域の皆様、ありがとうござ
います。大切に使わせていただきます。
親子資源回収の収益金（はま
なす会計）で、ボールを購入さ
せていただきました。体育授業
や休み時間等で大切に使ってい
きます。なお、３１年度から資
源回収は実施いたしません。

頑張っています。荒小の子どもたち!!
【第３９回上国連書写技能認定“書き初め”会】
会長賞 ３年 男子、５年 男子
優秀賞 ３年 １２名
４年
８名
５年
８名
６年
３名
【平成３０年度新潟県硬筆書き初め大会】
金 賞 １年
８名
２年 １０名
【第５９回新潟県児童生徒絵画・版画コンクール】
絵画の部 金 賞 ２年 女子
版画の部 特 選 ２年 男子 ４年 男子
金 賞 ２年 ３名
４年 ４名
６年 ２名

おおまかな予定(仮)であ
り、今後に変更の可能性も
あります。４月には確定版
を配布いたします。

平成３１年度『主な学校行事予定』
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後

期 10 月 15 日～3 月 22 日

新任式 始業式 入学式
１０月 １５日 (火) 後期始業式
交通安全を誓う会
１６日 (水) 第１回移行学級
ファミリー交流ランチ
１８日 (金) 小中合同漢字検定
全国学力検査（６年）
２６日 (土) 第２回ＰＴＡ環境整備作業
学習参観① ＰＴＡ総会
１１月 ２日 (土) 学習発表会
家庭訪問～２４日まで
７日 (木) 小中合同音楽会（午前）
避難訓練①(児童引き渡し訓練)
１４日 (木) 小中絆集会
第 1 回ＰＴＡ環境整備作業
１２月 ４日 (水) 松浜中学校説明会
運動会
６日 (金) 荒小まつり
振替休業
１０日 (火) 個別懇談～１３日
避難訓練②
２５日 (水) 冬季休業～１月７日まで
プール清掃
１月 ９日 (木) 校内書初大会
１４日 (火) 書き初め展～２４日
体力テスト
３０日 (水) 学力テスト
学習参観②（情報モラル学習会）
６年 修学旅行～２１日
２月 ３日 (月) 第２回移行学級
１３日 (木) 校内版画展～２１日
学習参観② ＰＴＡ救急法講習会
２１日 (金) 学習参観⑤ PTA 役員選出
５年 宿泊体験教室～１２日
夏季休業～８月２５日まで
３月 ３日 (火) ６年生を送る会
１１日 (水) 安全見守りﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ感謝の会
学校保健委員会
２３日 (月) 後期終業式
避難訓練③
２４日 (火) 卒業証書授与式
海岸清掃
２５日 (水) 離任式 学年末休業～３月３１日
５・６年 親善陸上大会
浜っ子ランニング参観
◆年間授業日数２０３日
◆給 食 日数１９７回
登山遠足
◆夏 季 休 業 ３３日間 7/24(火)～8/2５(日)
前期終業式
◆冬 季 休 業 １４日間 12/25(水)～1/7(火)
秋季休業～１０月１４日(月)

