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自分語りばかりではよくないかもしれません
校

長

岸

田

賢

治

保護 者の 皆様 、地域 の皆様 、日 頃よ り本校 の教育 活動 にご 理解と ご支援 を賜 り、 心より 感謝申
し上げます。
さて、SNS 全盛時 代とも言えますが、自 分語りをする場所や手 段にあふれているよう に感じま
す。Facebook、Blog、Twitter、Instagram で、美味しそうな 料理の写真や旅行先の 絶景を次
から次 へと あげ ていく 人も多 いも ので す。ち なみに 私は 、こ れら４ つのい ずれ も一 切やっ たこと
はあり ませ ん。 メール アドレ スや パス ワード 、生年 月日 云々 の登録 が面倒 だし 、好 きでは ないの
です。以前にハーバー ド大学の神経学者が、 自分語りはお金や美
味しい食べ物から得ら れるのと同じ快楽を感 じるようになると発
表しました。脳内のド ーパミンを発すること に関連する部位が活
発化するというのです 。ドーパミンとは快楽 物質の一種で、食事
やお金等の報酬やドラ ッグによって分泌され るものです。そして、
他人の話をすることで 報酬を得られるときで さえ、多くの人は自
分語りをする選択をす るそうです。
しか し 一 方で 、自分 語りの マイ ナス 部分と いうも のが ある のでは ないで しょ うか 。みん なが自
分のこ とを 話す のが快 適なの だか ら、 人の話 を一方 的に 聞か されて も面白 くあ りま せん。 特に自
分語り が好 きな 人たち は、 気 付 か ない うちに 、話の 内容 が自 慢話ば かりに なっ てし まいま す。で
すから 、無 意識 のうち にやっ てし まう 自分語 りは、 自ら すす んで嫌 われる 行為 をす るよう なもの
だとも言えます。
では、 自分 語り で気持 ちよく なる と同 時に、 人に嫌 われ ずに 済む方 法はな いの でし ょうか 。そ
れは、 自慢 話と 正反対 の失敗 談を 話す ことで す。そ の時 は 、 もうこ の世の 終わ りだ と思う くらい
に苦し んだ こと も、何 年かす れば 笑い 話に変 えられ るよ うに なりま す。人 が心 動か される のは、
順風満帆な右肩上がり の人生ではなくて、多 くの困難を乗り越えて 先に進むストーリーで す。
学校 の先 生も 、自分 の失敗 を子 ども に語れ ばよい ので す。 まあ、 いつも そん な話 をする 時間は
学校に はな いわ けです が、そ うで あれ ば 、授 業に対 する 心構 えを考 えれば よい ので す。そ れは子
どもを受容する姿勢、 子どもへのホスピタリ ティというものです。 具体的には、
●「聞き上手」「相 づち上手」「負け上手 （子どもに勝たせて悔 しそうなそぶりを見せ る 。）」
●「乗せ上手」
「ほ め上手（行動や結果よ りも考え方をほめる。自分には考えつかなか ったと言
う。）」「笑わせ上手（ ボケとツッコミ）」
という こと をいつ も心 がける こと が大事 なの です。「 教え上 手」「 話 し上手 」な 先生を 目指 すとい
うことが一見良いこと に思えますが、それば かりでは残念ながら、そういう先生は、
「授 業では子
どもに勝とうとし、最 後にはドヤ顔をする」 ものです。
私たちの成長に終わ りはありません。子ど も（学習者）と「心 」を通い合わせ、
「学力」を 付け、
「人格」を育てる授業 を展開する 。本校では 、全職員がそのために 日々研鑽しているとこ ろです。

10 月 13 日（水） に 今年度２回目の 参観 日を行 いました。８月 に予定
していた参観日は、緊 急事態宣言が発令され たことにより中止とな って
しまったため、今回の 参観日は４月 15 日（木）以来の参観日とな りま
した。 保護者の皆様方 に は、 なかなか普段の 子どもたちの様子を見 てい
ただくことができない 状況でしたので、開催 することができ本当に 良か
ったです。
授業参観で子どもた ちの様子をご覧になっ ていただいた後、体育 館で
全体懇談、各学年の教 室に分かれて学級懇談 を行いました。全体・ 学級
懇談の中で話題になっ たように、今年度の学 芸会につきましても、 昨年
度同様、学年別での実 施 、観覧については該 当学年の家族のみとな りま
す。様々な制限のある 中での学芸会 となるた め、ご協力いただくこ とも
多くなりますが、どう ぞよろしくお願いいた します。

10 月８日（金）に、美瑛町へき地複式教 育

10 月 13 日（水） の中休みに、２学期の

研究大会が、本校を会 場として行われました 。

校舎外清掃を行いまし た。学年ごとに場所を

今回は、１・２年生の 国語と５・６年生の国 語

分けて取り組みました 。冬支度をする前の清

の授業をリモートで他 の学校に公開しました 。

掃ということで、少し 肌寒い中での実施とな

公開した授業では、ど ちらの学年も積極的に 授

りましたが、校舎の外 をきれいにすることが

業に取り組む様子が見 られ、とても有意義な も

できました。そろそろ 雪が心配される季節に

のとなりました。

なりますね…

＜11 月の主な行事＞
３日（ 水）
４日 （木）
５日（ 金）
６日（土）
８日（月）
９日（火）
１０日 （水）
１５日（月）

文化の日
学芸会総練習
学芸会前日準備
第６５回学芸会
振替休業日
学芸会後片付け、委員会
教育相談（～１７日）
朝会

１６日（火）
１９ 日（金）
２２日（月）
２３日（火）
２４日（水）
２５日（木）
２６日（金）
３０日（火）

クラブ
保護者個人面談
４ 年生キ ャリ ア教育 （佐 治先 生 講話）
勤労感謝の日
町 へき複交流学習（低学年）
町へき複交流学習（中学年）
町へき複交流学習（高学年）
委員会

