
 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長 冨 澤 敏 夫 

 

季節は二十四節気における大寒を迎え、厳しい冷え込みが続いています。保護者や地域
の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策に重きをおき、お過ごしのこと
と存じます。埼玉県内では、過去に見ない勢いで感染が広がっており、今後が懸念される
ところです。過日、１都３県共同メッセージである「感染をとめる 社会はとめない」が
知事から発せられました。学校では「感染をとめる 教育はとめない」と捉え、今後とも
感染防止対策の徹底と教育活動の両立をめざし、慎重に取り組んで参りますので、引き続
きご理解とご協力をお願いいたします。 
 

さて、昨年末に「渋沢栄一記念館」を訪ねました。渋沢栄一は、
日本で初めてとなる民間銀行の創立や株式制度の設立、多くの大企
業の設立に関わり、日本資本主義の父と言われている偉人です。ま
た、教育や社会福祉事業にも情熱を注ぎました。近年では、２０年
ぶりに変更される一万円札の肖像となったり、大河ドラマで取り上
げられたりするなど、記憶に新しいところです。その生涯を貫いた
思想は『忠恕（ちゅうじょ）の心』であると言われています。                       

   

『忠恕』とは、中国の儒教における２つの徳目であり、『忠』は、
「良心の命ずるままに従うこと」、また『恕』は、「誠実心に基づ
いて、他人を思いやること」です。一言で言えば、『忠恕』とは、
「真心と思いやり」と言えるでしょう。この「真心と思いやり」は、私たち人間にとって、
決して欠いてはならないものと捉えています。いわゆるコロナ禍にある今、なおさらのこ
とです。しかし、昨今の社会の出来事に目を向けますと、「そこに『真心と思いやり』が
あったなら･･･」と思わざるを得ないことが、何と多いことでしょう。 

 
ところで、過日実施した芸術鑑賞会では、お二人のアーティストから音楽のすばらしさ

についてたくさんの贈り物をいただいたのですが、グランドフィナーレでの、子ども達の
素直さとすばらしさに、お二人は感涙で言葉にならないご様子でした。八代っ子は、元気
いっぱいです。優しさもいっぱいです。私は、このことを誇りに思うと同時に、いつまで
も大切にできるよう、職員とともに子ども達の今を支えていけたらと考えています。 

 
保護者や地域の皆様、引き続き、八代っ子にあたたかなご支援を賜りますよう、よろし

くお願いいたします。 
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忠 恕 の 心 
 

アンドロイドによる講義 

（渋沢栄一  肉声による）  

 

２学期末、給食期間終了後に職員で食べたお弁当の

容器です。ごはんをいただくと、メッセージが確認

できます。この容器を作った方、この容器を採用し

た方の「真心と思いやり」が見えてきませんか。  



 

 

 
 

日  曜  行事等  下校  

1 火  委員会活動   
アフタースクール  

15:00 １年  

15:55 ２～６年  

2 水  
タブレットタイム  
アフタースクール  

15:00 １～３年  

15:55 ４～６年  

3 木  
ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ 
八代っ子ジャンプ大会（体育館）  

15:00 １～３年  

15:55 ４～６年  

4 金  
講話朝会  1，2 年昔の遊び体験（校内対応） 
東中入学説明会（オンライン）  
6 年生 4 時間下校（給食あり）  

13:20 ６年  

15:00 １～２年  

15:55 ３～５年  

5 土    

6 日    

7 月  MESH プログラミング授業①  
（５校時。6 年理科）  

14:30 １～２年  

15:20 ３～６年  

8 火  
登校指導  読みきかせ アフタースクール  
MESH プログラミング授業②  
（５校時。6 年理科）  

15:00 １年  

15:55 ２～６年  

9 水  児童集会 アフタースクール  15:00 １～３年  

15:55 ４～６年  

10 木  ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ クラブ  15:00 １～３年  

15:55 ４～６年  

11 金  建国記念の日   

12 土    

13 日    

14 月   14:30 １～２年  

15:20 ３～６年  

15 火  
読みきかせ  スクールカウンセラー来校  
吉田幼稚園交流会  
アフタースクール  

15:00 １年  

15:55 ２～６年  

16 水  

E・タブレットタイム  
幸手市統一確認テスト B 
（①算〔全学年〕②国〔4~6 年〕） 
たてわりあそび アフタースクール  

15:00 １～３年  

15:55 ４～６年  

17 木  
ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ  
学校運営協議会  

15:00 １～３年  

15:55 ４～６年  

18 金  
タブレットタイム  
手をつなぐ子らの交歓会（オン ライン） 

15:00 １～２年  

15:55 ３～６年  

19 土  アウトメディアチャレンジ（～23 日）  

20 日    

21 月   14:30 １～２年  

15:20 ３～６年  

22 火  
読書タイム アフタースクール  
スナックスクール（ 5~6 校時。3，4 年） 

15:00 １年  

15:55 ２～６年  

23 水  天皇誕生日   

24 木  ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ   15:00 １～３年  

15:55 ４～６年  

25 金  
漢字検定 通常 5 時間授業  
第２回 PTA 役員会 13:00 
学習参観･懇談会 14:00 

15:00 １～６年  

26 土    

27 日    

28 月   14:30 １～２年  
15:20 ３～６年  

子ども議会開催  

１月２６日（水）、毎年、  

市議会議場で市内小中学校  

12 校の児童生徒が集まり、  

行われますが、今年もコロ  

ナ禍、リモートでのこども  

議会となりました。代表児  

童は緊張感の中、学級で意  

見を出し合い、まとめた内容を市役所の方に、思いを込め 

て、質問を行い、お答えをいただくことができました。  

―お知らせです―  

◯１２月の学校評価の結果を裏面に掲載しましたの

でご覧ください。  

◯２月の引き落としは２・３月分です。 

 【１回目：２月１日 ２回目：２月１０日】 

残高の確認をお願いします。  

情報モラル教室開催 
１月１４日（金）に５年生対 

象に行いました。ＫＤＤＩ様よ 

り講師をお招きし、動画を交え 

てをお話をいただきました。子 

ども達にとっても、スマホやタ 

ブレットが身近なものとなり、 

ネット上で多くの情報を得られ 

る利便性と共に、ＳＮＳによる 

悪質なコメント等が暗躍する中、そのモラルについて学

びました。皆、真剣に話に聞き入っていました。 
 

空高く舞う ～１年生凧揚げ～ 
１月２４日（月）生活科学習で  

凧づくりに取り組み、この日は、  
みんなで凧揚げを行いました。思  
い思い描いた手作りの凧は、青空  
高くほどよい風を受け、気持ちよ  
く泳いでいました。  

◯日頃から地域の皆様に子供たちの登下校の見守り活動

をしていただきまして誠にありがとうございます。引

き続きご理解ご協力のほどよろしくお願いします。  

学校支援ボランティア募集中  
 すでに環境整備をはじめ、地域の皆様のご支援をいた  
だいているところですが、まだまだ手が足りません。（除  
草・清掃等）多くの皆様のお手をお借りできますと幸い  
です。  
（窓口：八代小学校教頭  高村  ４８－０９６０）  

芸術鑑賞会～八代小音楽の日 Music day～ 

１月２１日（金）に低・中・高学  

年に分かれて行いました。コルセイ  

ル様をお招きし、金子みすずさんの  

詩に曲を乗せての美しい演奏をはじ  

め、ディズニーソングや、最新Ｊポ  

ップ等、子ども達の事前のリクエス  

トに応じての演奏を聴かせてくださ  

いました。最後にコルセイル様オリジナルバージョンで 

の演奏にのせて校歌を全員で歌い、フィナーレとなりま 

した。一人一人の心に響くひとときでした。  


