
  世界に生きる子供たち 

 校長  笠嶋 誠     

 「世界中のこどもたちがいちどに笑ったら 空も笑うだろう 海も笑うだろう （中略）ひろげようぼくらの夢を 

とどけようぼくらの声を さかせようぼくらの花を 世界に虹をかけよう 世界中のこどもたちがいちどに歌ったら 

空も歌うだろう 海も歌うだろう」 これは、子供から大人まで愛されている「世界中のこどもたちが」の歌詞です。

本校では９月ごろからこの歌が朝の時間に響き渡るようになりました。勿論、教室内では歌唱の活動ができませんの

で、ラジカセから流れる歌に合わせて手話で表現しています。改めてこの歌詞を見ると、グローバルな視点で描かれ

たとてもよい歌詞だと実感します。特に「世界に虹をかけよう」という部分が好きで、こうした願いをもった子供たち

に育てたいという思いを強くします。 

 最近、「SDGs（エス・ディー・ジーズ）」という言葉をよく耳にするようになりました。「SDGs」とは「Sustainable 

Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称で、2015 年９月の国連サミットで採択され、国連加盟 193 か国が

2030 年までに達成するために掲げた目標です。17 の大きな目標と、それらを達成するための具体的な 169 のターゲ

ットで構成されています。グローバル化が進展する中、世界共通の価値観や世界規模の課題に対応する姿勢を育むこ

とが重要視されています。特に地球温暖化をはじめ、様々な環境問題が複雑化、深刻化し、環境面からの持続可能性へ

の配慮が大きな課題となっており、持続可能な社会の構築に向けた教育がますます重要になってきています。 

 そうした中、本校においてできることは何かを模索しています。大切にしたいことは次の三点と考えます。子供た

ちが、まずは「世界に目を向けること」、次に「当事者意識をもつこと」と「つなげて物事を考えること」です。 

 「世界に目を向けること」については、すでにご案内のように GIGA スクール構想における ICT 環境整備、中でも

高速大容量の通信ネットワークが整えられたことで、海外との時間的、距離的な制約が限りなく低減され、リアルタ

イムで海外との交流を行うことができるようになりました。今月からすべての学級においてブラジル、ドイツ、ポル

トガル、スペインとオンラインでつなぎ、現地で生活を送る皆さんとの交流を実施します。初の試みのため子供たち

がどのような反応を示すのか予測することは難しいですが、世界に目を向ける、世界を意識するきっかけになればと

楽しみにしています。 

 「当事者意識をもつこと」については、私たちも含め、不足しているのはこの意識であると考えます。「遠い国の話」、

「一部の限られた人たちの話」と捉えがちのところを、自分事として捉えることができるよう働きかけていきます。 

 「つなげて物事を考えること」については、どうしても自分の目の前で繰り広げられていることにのみ意識が行き

がちです。例えば、環境委員会を中心に取り組んでいるエコキャップ収集の活動は、集めるという行為にのみに意識

が行きがちですが、その目的は世界のポリオ根絶などの医療支援（SDGs 目標３）であること、さらに最近ではエコキ

ャップからリサイクル製品を生み出すこと（SDGs 目標９、12）、そのことからプラスチックごみをなくして海洋汚染

を止める問題にも取り組んでいること（SDGs 目標 14）をつなげて考えさせることが必要です。そして、そのことが

前述の「当事者意識をもつこと」にもつながっていくと捉えています。 

 本校では様々な活動を行っています。その活動を通して子供たちに何に気付かせていくのか、どんな子供になって

欲しいのか、見つめ直すフィルターが SDGs であると考えています。グローバル社会を生きていく子供たちに必要な

力を付けるため、SDGs の視点から再構成した活動をこれからも展開していきます。 

 

 

 

気力にあふれた たくましい 坂祝の子 
 美しさを大切にする心 友達を大切にする心 値うちある活動を大切にする心 

今月のめあて   「なかまと磨く」 
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日 曜 朝の活動 １２ 月 行 事 予 定 下校時刻 ＰＴＡ
１ 火 帯活動 委員会 １～３年下校１５：１５ ４～６年生１６：００

２ 水 ぽかぽか しらかし朝会 お話聞いて 学費引落日 １３年下校１５：１５ ２４５６年生１５：５０ PTA指名委員会

３ 木 朝読書 お話聞いて １・２年下校１５：１５ ３～６年生１５：５０

４ 金 帯活動 お話聞いて １・２年下校１５：１５ ３～６年生１５：５０

５ 土

６ 日

７ 月 ぽかぽか 一斉下校15：１5

８ 火 帯活動 クラブ １～３年下校１５：１５ ４～６年生１５：５０

9 水 帯活動 ひびきあい集会（３校時） 大掃除週間（～18日） １３年下校１５：１５ ２４５６年生１５：５０

1０ 木 帯活動 １・２年下校１５：１５ ３～６年生１５：５０

11 金 帯活動 オンライン授業参観（～18日） １・２年下校１５：１５ ３～６年生１５：５０

12 土

13 日

14 月 ぽかぽか 校外学習（６年生） 一斉下校15：１5

15 火 帯活動 一斉下校15：１5

16 水 帯活動 一斉下校15：１5

17 木 朝読書 一斉下校15：１5

18 金 帯活動 大掃除 ワックスがけ 一斉下校15：１5 PTA家庭教育委員会

19 土

20 日

21 月 ぽかぽか 一斉下校15：１5

22 火 帯活動 一斉下校15：１5

23 水 帯活動 一斉下校15：１5

24 木 朝読書 一斉下校15：１5

25 金 帯活動 ２学期終業式 一斉下校13：45

26 土

27 日

28 月 冬季休業日（～1／３）

29 火

30 水

3１ 木

自動アルコール噴霧器、ありがとうございました 栄光の記録！！
PTAの予算から、自動アルコール噴霧器を購 ◎恵那サウス交歓会（ミニバスケットボール）

入していただきました。登校時の児童玄関前で ・最優秀選手賞 ６年生男子 若井 柊磨 さん

の検温確認・手指消毒の渋滞が解消されました ◎坂祝町秋季ソフトテニス大会
ありがとうございました。 ・優 勝 ４年生女子 日下部 夢華 さん

全国的に新型コロナウイルスの感染拡大が懸 ・準優勝 ５年生男子 荻曽 悠雅 さん

念されます。学校と家庭で、子ども達の感染予 ・準優勝 ６年生女子 武山 愛佳 さん

防の意識をより高めていきたいと思います。 土屋 莉愛 さん

学校では、手洗い、消毒、喚起、密を避ける ・３ 位 ６年生男子 落合 駿哉 さん

ことに一層留意して、子ども達の感染予防に努 三品 諒典 さん

めてまいります。 ◎第37回岐阜県小学生ソフトテニス秋季大会
ご家庭でも、 ・準優勝 ６年生女子 武山 愛佳 さん

休日を含む毎日 土屋 莉愛 さん

の健康状態の確 ◎岐阜地区小学生秋季会長杯ソフトテニスシングル大会

認と『健康チェ ・優 勝 ５年生男子 中村 佳嵩 さん

ックカード』へ ・準優勝 ６年生女子 土屋 莉愛 さん

の体温等の記入 ・３ 位 ６年生男子 落合 駿哉 さん

及びサインまた ・３ 位 ６年生男子 三品 諒典 さん

は押印をよろし ◎第６回チャレンジカップ（陸上）
くお願いします。 ・５ 位 ３年生男子 渡邉 翼 さん
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