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龍 湖
意欲の自家中毒

校長 鎌田 悟

子どもでも大人でも「うまくいくようにしよう」「しっかりやろう」という意欲をもっている。

けれども課題や人によっては、反射的に「どうせだめだろう」「望みをもつとみじめになるだけ

だ」という思いが頭をもたげ始めることがある。これは意欲をもつこと自体が、意欲を殺す毒

素分泌の引き金になってしまっているようで、いわば意欲の自家中毒といえるかもしれない。

「今時の子どもは意欲がない」と昔から言われてきたが、実は大部分が、この意欲の自家中

毒にかかっているのではないかと思う。親だから人生の先輩だから意欲を奮い起こしてやろう

として、さそったり励ましたりすればするほど、かえって尻込されたことはないだろうか。な

まじほめると閉じこもってしまい、逆効果になってしまうこともある。だからといって見守っ

ているだけでいいのか、ほっといていいのかと悩む親も少なくないだろう。

では、どうしたらよいのか。

まずは、「意欲を殺す毒素」への抵抗力をつけねばならないだろう。

結論的には「どうせだめ」ではないことを実感できるようにすることではないだろうか。

そのために子どもには、自身について安心してもらわなければならない。そして、「このまま

でも結構捨てたものではない」「今の自分は周りの人たちにとってかけがえのない存在だ」「自

分は大器晩成型で大きな能力を秘めている」ということを言って聞かせるのではなく、実感さ

せていくことが大切ではないかと思っている。

お知らせとお礼

u ９月２７日（日）のＰＴＡ奉仕清掃には、多くの

保護者の方にご参加いただきました。ありがとうご

ざいました。

u １０月３日（土）９：００～１１：４５（予定）

に学習発表会を開催します。開場は８：３０からで

す。保護者・地域の方のたくさんのご参観をお待ち

しております。なお、特別な事情のない限り許可な

く、前庭への駐車や車での乗り入れはご遠慮いただ

いております。駐車される際は、グラウンド（野球

の外野側）にお願います。

u １０月１７日（土）～１０月２５日（日）の期間

に、昨年度の卒業制作の大壁画「未来へ」が県立美

術館で展示されます。是非お立ち寄りください。

～ １０月の主な行事 ～

３日（土） 学習発表会
５日（月） 振替休業日（学習発表会）
８日（木） マラソン大会
９日（金） ５・６年生なべっこ

１４日（水） ３校時限（給食あり）
先生方が午後から研修のため

１５日（木） ６年生校外学習（ふるさと探訪）
１６日（金） ３年生校外学習（ふるさと探訪）

春日井市訪問～１９日
２０日（火） １年生校外学習（児童会館）

５年生校外学習（県立美術館）
６年生グローバルビジョン

２３日（金） 児童集会（図書）

２４日（土） 全校出校日 ※ 弁当持参

※ 小中音楽祭（５年生参加）

２６日（月） 振替休業日（土曜日出校のため）

２８日（水） 指導主事要請訪問（４校時限）

２９日（木） ４年生校外学習（県立博物館等）

３０日（金） 就学時健診（３校時限給食あり）
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ふなっ子の活躍
◎ 第１１回男鹿市児童生徒理科作品展 ９月２日（水）

賞 学年 児童名 作 品 名
金 ３ 斎藤 彗玖 風の力と水の流れ～どの形が災害になるか？～
金 ５ 伊勢谷 望友 山菜の標本
金 ６ 大野 幸花 生態系の研究～ダンゴムシとの出会いから～
銀 １ 小川 賢人 ありのすきなものしらべ
銀 ４ 船木 栞奈 草木ぞめにちょう戦２
銀 ６ 斎藤 琉那 明るい時間と植物の成長

～いろいろな植物に電気を当てたらどうなるの～

◎ 第１１回男鹿市児童生徒発明工夫展 ９月２日（水）
賞 学年 児童名 作 品 名
銀 ６ 鎌田 夢玄 ビー玉コースター

◎ 男鹿市小学校陸上大会 ９月１７日（金） ※ ６位以上掲載
種目 順位 , 児童名（学年・組）
６年男子４００ｍリレー ２位 ６松：石川・米塚・加藤（雅）・加藤（秀）
６年男子４００ｍリレー ４位 ６竹：齋藤・目黒・鎌田・永井
６年女子４００ｍリレー １位 ６竹：菅原・及位・戸嶋・吉田
６年女子４００ｍリレー ４位 ６松：太田・鈴木（優）・大関・鈴木（真）
５年男子４００ｍリレー ４位 ５松：杉本・栗森・澤木・石川
５年男子４００ｍリレー ６位 ５竹：齊藤・高桑・嶋宮・近藤
５年女子４００ｍリレー １位 ５竹：田中・鎌田・吉宮・高野
５年女子４００ｍリレー ６位 ５松：古戸・原田・谷口・小玉
５年男子１００ｍ走 ５位 石川（５松） ６位 近藤（５竹）
５年女子１００ｍ走 １位 高野（５竹）
６年男子１００ｍ走 １位 永井（６竹） ３位 加藤（雅）（６松）
６年男子１０００ｍ走 ４位 加藤（秀）（６松) ５位 伊勢谷 （６竹）
６年女子８００ｍ走 １位 及位（６竹） ３位 太田 （６松）
５年女子８００ｍ走 １位 田中（５竹） ２位 小玉 （５松）
５年男子走り幅跳び ４位 嶋宮（５竹） ６位 杉本 （５松）
５年男子１０００ｍ走 ３位 澤木（５松）
５年女子走り幅跳び ２位 原田（５松） ５位 大堤 （５竹）
６年女子走り幅跳び ２位 鈴木（真）（６松) ３位 吉田 （６竹）
６年男子ソフトボール投げ １位 石川（６松） ６位 目黒 （６竹）
６年女子ソフトボール投げ ４位 伊藤（６松） ６位 戸嶋 （６竹）
５年男子ソフトボール投げ ３位 髙桑（５竹） ６位 小玉 （５松）
５年女子ソフトボール投げ ５位 鎌田（５竹） ６位 小野 （５松）

◎ ４３回秋田県小学生水泳選手権大会 ８月３０日（日）
女子 １００ｍ背泳ぎ 優 勝 太田 芳乃佳
女子 １００ｍ自由形 第２位 太田 芳乃佳
女子 １００ｍバタフライ 第２位 斎藤 琉那
女子 ５０ｍバタフライ 第３位 斎藤 琉那

◎ 第４３回東北七県珠算競技大会 ７月３１日（金）
優良賞 伊勢谷 望友

◎ 第３８回秋田県スポーツ少年団柔道交流大会 ８月２日（日）
小学生女子団体の部 優勝 山方 希香、杉本 善瑛

◎ 平成２７年度民謡民舞少年少女全国大会 ８月３０日（日）
小学４・５・６年生の部 第３位 曲目「秋田船方節」目黒 菜々香

◎ 第４回ハタハタカップバレーボール交流大会 ９月６日（日）
エンジェルウィング
貝塚 碧海、髙木 陽菜、戸嶋 心美、上野 真央、高野 結、鎌田 侑巳

◎ 第２３回男鹿市小・中学生すもう大会 ９月１２日（土）
・女子個人戦６年生の部 準優勝 山方 希香
・女子個人戦３・４年生の部 優勝 三浦 愛加

◎ 第３０回生保内節全国大会 ９月２３日（水）
年少者の部 優秀賞 目黒 菜々香

＜訂正＞
・前号で、男鹿市小中学校学年別水泳大会 男子200ｍリレー、男子メドレーリレーで選手の
名前に誤りがありました。正しくは、「斎藤 彗玖」です。お詫びいたします。


