
　２年以上にわたる感染症拡大の影響を受け、学校現場では「今まで通り」「当たり前」が通用

しない時代になってきました。

　学校生活においても、感染症対策・ガイドラインに沿った教育活動を進めることになりました。

日常的なマスクの着用、給食時の黙食、グループでの話し合い活動の制限など、日々の活動で我

慢を強いられることが続いています。そのような中でも、各学校においては工夫を凝らし、これ

までの形をアレンジし、活動を止めることなく子どもたちの学習権の保障に努めてきました。

　ＧＩＧＡスクール構想による一人一台のタブレット端末を有効に活用するための教材研究にも

日々取り組んでいます。

　とはいえ、友だちとの何気ないやり取りにも気を遣ったり、楽しみにしていた学校行事や活動

が制限される現実は、なかなか受け入れられない子どもたちも少なくありません。登校意欲が薄

れたり、生活リズムが不安定になり、不登校児童生徒が増加しているという新聞報道も目にしま

した。学校、家庭、社会などの様々な要因が絡み合い、不登校の要因も複雑化しているように思

います。

　では、このような世の中で子どもたちの不安を少しでも減らし、安心した気持ちで日々を送れ

るようにするためにはどうしたら良いのか。非常に難しい問題です。簡単には答えは見つかりそ

うにありませんが、最近、目にした本に次のように書かれていました。

　「子どもたちに関わる大人の行動（接し方）を変えること」とありました。

　子どもたちに対して、どんなことが起きても、（子どもたちは）私たちにとって大事な存在で

あること、かけがえのない貴重な存在であること、どんなことがあっても受け入れられる存在で

あること、これを大前提にする。すなわち、子どもの存在を丸ごと受け入れることを納得させる

こととありました。

　子どもたちにとっては、私たち大人から受容されていることを感じ取れているかが重要であり、

そのポイントの一つが「努力を認める」ことです。子どもの行った行為に対して、「褒める」（子

どもの行動を「良い、悪い、すごい」と評価する）のではなく、子どもたちが注いだ努力を認め

る（子どもではなく行動に注目する）ことが、私たち大人が子どもたちを「承認した」ことにつ

ながり、子どもからの信頼、信用に結びつきます。これは、その家族や地域社会における子ども

たちの存在を認めたことにもなるとありました。

　そして、人間関係において、相手に、敬意・共感・思いやりを捧げることは、その人の言葉に

耳を傾け、理解することを意味しており、共感的コミュニケーションを通して他人とつながるこ

とを必然に伴うものである。とまとめられていました。

　私たち大人が子どもの行為を認め、共感し、思いやりを示すことで、子どもたちは変容します。

自分が決めたことに責任を持ちはじめ、大きな変化が生まれ、行動が改善されます。そういった

一連の行為を通して、子どもたち自身の自信につながり、安定した行動、生活へと結びついてい

きます。

　私たち大人が寛大な心で子どもたちの行為や行動に目を向け、言葉かけをしていくことが大切

であると改めて感じました。

　感染症の終息がなかなか見えないもどかしさがありますが、子どもたちが安心で安全な生活を

送ることができるように、今後も皆様方とともに取り組んでいきたいと存じます。

受け入れる、認める、共感する受け入れる、認める、共感する 流山市教育委員会教育長流山市教育委員会教育長
田中　弘美田中　弘美

●鈴木そら（おおたかの森小３）第15回ベーテン音楽コンクール関東地区大会　課題曲コース（ピアノ）小学３･４年生の部　金賞

【特別】
●松戸KIDSチアダンスサークル：髙山愛子（南流山小５）ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2021　Pom部門Youth Large編成　第３位
●日本空手協会埼玉県本部：柴田壮翼（おおたかの森小６）文部科学大臣杯第63回小学生･中学生全国空手道選手権大会　小学校高学年男
子形の部団体戦　優勝

●豊上ジュニアーズ：森岡隼和（おおたかの森小６）高円宮賜杯第41回全日本学童軟式野球大会　第３位

【団体】
●TEAM☆PEACH　PEACH☆MAX：小野寺結（西初石小６）･⻆泉依（流山小５）･鈴木碧海（八木南小６）･長内ひなた（八木北小６）･猪
又心優（東小６）･橋本佳奈（鰭ケ崎小５）･坂本美桜（小山小５）･橋本千愛（おおたかの森小６）USA Japan All Star Challenge 
Competition 2021 EAST　Youth編成Pom部門Medium　第３位

●TEAM☆PEACH　PEACH☆RISE：鴨井柚季（江戸川台小５）･奥野真央（江戸川台小５）2020USA Cheerleading&Dance Virtual Team Contest
　Youth編成Pom部門　優秀賞･金賞

●TEAM☆PEACH　PEACH☆STAR：髙橋玲夏（流山小４）･神崎緒音羽（新川小３）･松岸ゆに（東深井小３）･前田沙南（東深井小３）･堀内愛希
（流山北小３）･村木奏音（流山北小３）･齋藤柚羽（流山北小４）ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2021　Pom部門Mini Medium編成　
第２位

●東深井レインボーズ：横山華子（西深井小６）･廣瀬美智子（八木北小６）･畑岡柚花（江戸川台小４）･庄司心桜（東深井小６）･金光玲奈
（東深井小６）･浅田心葉（東深井小６）･今村美南（東深井小６）･茂﨑風花（東深井小５）･鈴木葵（東深井小５）･坂本茉優（東深井小
５）･吉田りおん（東深井小４）･伊藤向日葵（おおたかの森小５）令和３年度　第１回TOMIURAさざ波大会　千葉県予選会女子の部　優勝

●流山ボーイズ：濱野誓良（鰭ケ崎小５）･岸龍大郎（流山小５）･高倉智広（流山北小５）･鈴木瑛太（流山北小５）第44回日本少年野球
豊橋ライオンズ大会　第３位

中学生
【個人】
●伊藤恵美（南部中３）令和３年度千葉県歯･口の健康に関する図画･ポスターコンクール　教育長賞
●板津美咲（南部中２）令和３年度千葉･県民芸術祭第63回千葉県俳句大会　ジュニアの部　教育長賞
●鈴木柚葉（南部中３）第41回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権大会　U23オールジャパンダンススポーツカップ　ラテン　優勝
●田嶋直志（南部中３）第61回全国中学校水泳競技大会　男子400mメドレーリレー　第３位
●菅田大樹（南部中３）同　第３位
●相澤倖翔（南部中３）同　第３位
●中尾耀（南部中３）同　第３位
●加藤光（南部中３）第61回全国中学校水泳競技大会　男子400mフリーリレー　第４位
●坂田紗来（南部中２）千葉県中学校水泳競技大会　女子100m平泳ぎ　第１位
●佐野釉菜（南部中２）千葉県中学校水泳競技大会　女子200mバタフライ　第１位
●木崎駿斗（南部中３） 第75回千葉県中学校総合体育大会レスリングの部　男子75kg級　優勝
●山上永悟（常盤松中１）第38回全日本自転車BMXレース　男子11-12歳　優勝
●植松愛花（北部中２）第26回千葉県秋季水泳競技大会　女子100m背泳ぎ　第１位
●石川大雅（北部中３）文部科学大臣杯第63回小学生･中学生全国空手道選手権大会　中学３年生男子形の部　第２位
●西野敦博（北部中３）ちばアート祭2021　絵画部門　知事賞
●島ノ江亜琉（東深井中２）第46回千葉県空手道選手権大会　中学２年生男子形の部　優勝
●今西紗世（八木中３）第48回全日本中学校陸上競技選手権大会　女子1500m　第３位
●山鹿辰士（八木中３）第75回千葉県中学校総合体育大会レスリングの部　男子48kg級　優勝
●原佑奈（南流山中１）第75回千葉県中学校総合体育大会　陸上競技の部　１年走幅跳　第１位
●髙嶋駿（西初石中２）2020年全国そろばんコンクール　中学校１年生の部　第４位
●元川菜々（西初石中２）第38回FLAP全国バレエコンクール2021冬　ジュニアの部　第２位
●前田透空（おおたかの森中３）2021年15才以下全国選抜ジュニアテニス選手権大会　男子ダブルス　第３位
●橋本倖（おおたかの森中１）2021年全国あんざんコンクール　中学校１年生の部　第２位
●川瀬眞子（おおたかの森中１）第40回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール　弦楽器部門　小学生高学年の部　第２位

【特別】
●鹿島アントラーズつくばジュニアユース：加藤悠人（南部中３）高円宮杯JFA第33回全日本U-15サッカー選手権　第３位
●CANACRAVO FC：中川名奈美（南流山中３）･峯﨑夏海（南流山中３）千葉県女子ユース（U-15）　サッカー選手権大会　優勝
●東関東選抜：青木想汰（東深井中１）石垣市長杯第１回Rookie Baseball Cup　硬式野球　優勝
●松戸中央ボーイズ：森岡大和（おおたかの森中２）･牧野大瑚（常盤松中２）･竹内束颯（常盤松中２）･小倉孝友（常盤松中２）･平澤陸
斗（東部中２）･赤羽宏介（八木中２）第33回日本少年野球東日本選抜大会　優勝

●千葉マリンスターズヤング：志水彩羽（おおたかの森中３）･伊原茉耶（八木中３）･志水虹乃羽（おおたかの森中１）2021年春季北多摩
少年野球大会　中学生女子の部　優勝

●柏レイソルA.A.TOR’82：坂井大樹（常盤松中３）第36回日本クラブユースサッカー選手権　ベスト８
●MKEシャイニングスタージュニア：清野里虹（おおたかの森中１）ジャパンカップマーチングバンド・バトントワリング全国大会　ドリ
ルダンスの部　優勝

【団体】
●TEAM☆PEACH　PEACH☆MAX：中山莉歩（東深井中１）･小泉友愛（北部中１）USA All Star Nationals2021　Youth編成Pom部門Large　第４位
●TEAM☆PEACH　PEACH☆SPARK：長谷川朝陽（南部中３）･西阪杏夏（南部中２）･幸田和心（常盤松中２）･村松栞（北部中１）･池田奈
菜美（北部中１）･原愛衣（北部中２）･佐々木亜実（南流山中２）･梶岡愛未（南流山中２）･三浦果恋（おおたかの森中２）ALL JAPAN 
CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 2021　Pom部門中学生Small編成　第１位

●日本空手協会流山支部千葉松濤会：池田陽輝（東深井中２）･秋山優輝（北部中１）･島ノ江亜琉（東深井中２）文部科学大臣杯第63回小
学生･中学生全国空手道選手権大会　団体戦中学生男子形の部　敢闘賞

●けいさんぎのう：髙嶋駿（西初石中２）・橋本倖（おおたかの森中１）全国珠算競技大会そろばんクリスマスカップ2021団体総合競技　
中学生の部　日本一

●東部中吹奏楽部：佐藤莉々子･阿部綾乃･高橋柚葉･宮野舞子･上野颯斗･近藤永麻･髙鷹瑠菜･北原美桜･小峰雪華･税所ひかる子･松浦穂香
･八木伊和菜･太田果穏･大畑珠渚･折戸深幸･平野愛理･加藤葵･佐野碧（以上東部中３）新井涼太･小川ティダ･宮澤綸･森本瑞稀･矢吹紗也
（以上東部中２）平井葵（東部中１）東関東吹奏楽コンクール　中学校の部Ｂ部門　金賞
●南部中女子水泳部：佐野釉菜･坂田紗来（以上南部中２）光永彩華（南部中１）千葉県中学校水泳競技大会　女子団体　優勝
●南部中男子水泳部：中尾耀･田嶋直志･菅田大樹･相澤倖翔･加藤光（以上南部中３）第61回全国中学校水泳競技大会　男子団体　第３位
●北部中吹奏楽部：佐伯美咲･齋藤愛悠花･川口紗菜･坂口陽奈美･野田実咲･大澤孝幸･髙橋莉雅･板谷咲良･高野千咲葵･木澤安結･渡邊尚陽･
恩田結衣･齊藤蘭･甲羽紗奈･星野芙実･三原若菜（以上北部中３）鈴木愛美･林凜乃･森山絵麻･山下りこ･石田心音･尾﨑莉咲･遠山さくら･
眞壁希･小鷹こころ･関澤茉柚･坂東凌瑛･西野泰生･津田陽香・竹内真聖・松田かえで・石倉彩結香（以上北部中２）北條菜乃・花水彩香
（以上北部中１）日本管楽合奏コンテスト全国大会　中学校Ａ部門　最優秀賞･審査員特別賞
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　子どもたちの読書活動をさらに推進するため、秋の読書週間に市内小中学校では、
「令和３年度Ｒ１読書グランプリ」を開催しました。児童・生徒が取り組んだ読書数
を集計した「学校表彰の部」と、おすすめ本のポップ制作「個人表彰の部」を行いま
した。結果は以下のとおりです。また、個人表彰の部の入賞作品は、中央図書館に展
示されました。

学校表彰の部
第１位　：おおぐろの森小学校　　八木中学校
第２位　：長崎小学校　　　　　　北部中学校
第３位　：八木南小学校　　　　　東深井中学校・南流山中学校

個人表彰の部

令和 3 年度　R1 読書グランプリ結果令和 3 年度　R1 読書グランプリ結果

　市内で１０校目の中学校となる「おおぐろの森中学校」が開校します。
　学校がある大畔地区は、豊かな自然環境にあり、学校のすぐ裏手にはホタルなど貴
重な動植物が生息する「大畔の森」が広がっています。校舎の大部分は、周辺の恵ま
れた自然環境と調和するように、主に国産・千葉県産木材を活用した木造となってい
ます。
　学校の全体コンセプトは「高台の緑に溶け込む　森の中の木の学び舎」です。この
コンセプトは、隣接するおおぐろの森小学校と共通しており、小学校と同様、国内最
大級の木造校舎となります。
　３月２６日（土）午後、校舎の一般見学会を行います。詳細は、おおぐろの森中学
校ホームページもしくは市ホームページをご覧ください。

おおぐろの森中学校　開校についておおぐろの森中学校　開校について

令和３年度　市長及び教育委員会表彰　表彰状授与式令和３年度　市長及び教育委員会表彰　表彰状授与式
　令和４年１月２４日（月）、スターツおおたかの森ホールで、令和３年度にスポーツや文化活動で活躍した児童生徒、
本市の教育活動に大きく貢献した教員を表彰する令和３年度市長及び教育委員会表彰表彰状授与式が行われました。
　市長表彰は、新型コロナウイルス感染症により、大会の延期や中止がありましたが、市内の児童生徒が取り組んでい
るスポーツや文化活動は多岐にわたっており、それぞれの分野で多くの児童生徒が活躍しています。
　井崎市長は、プロ野球やメジャーリーグで活躍したイチロー氏の言葉「壁というのは、できる人にしかやってこない。
超えられる可能性がある人にしかやってこない。だから、壁がある時はチャンスだと思っている」を引用しながら、児
童生徒に賞賛と激励の言葉を贈りました。
　なお、選考後に大会の入賞発表が行われた児童生徒については、後日、市役所にて改めて表彰を行いました。

　受賞者は、次のとおりです。　※順不同、敬称略

令和３年度全国体力 ・運動能力、 運動習慣等調査結果の分析結果と本市の状況令和３年度全国体力 ・運動能力、 運動習慣等調査結果の分析結果と本市の状況

　令和３年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果が報告されました。本調
査は、全国の小学５年生と中学２年生の児童生徒を対象に毎年行われています。
　令和３年度の流山市の合計点の平均は、小学校は男子が４９．４３、女子が
４９．４、中学校は男子が４９．０３、女子が４８．９７という結果でした。種目別
では、小学校男女ともに上体起こし、２０ｍシャトルラン、５０ｍ走が全国平均を
上回っています。一方で握力、ソフトボール投げ、長座体前屈で低下傾向が見られ
ました。中学校では男女ともに、２０ｍシャトルラン、持久走、５０ｍ走が全国平
均を上回っています。一方で握力、ハンドボール投げ、反復横とび、上体起こしで
低下傾向が見られます。小中学校男女ともに全国的にも低い数値となっているボー
ル投げと握力が流山市においても低い値となっており、低下している傾向が続いて
います。グラフは、本市の体力・運動能力テストの結果を全国、千葉県と比較した
ものです。傾向としては、持久力において高い結果を示し、投力と筋力は低下が見
られます。今後、体育指導を中心に、発達段階に応じた投力や筋力の向上を目指し
た遊びや補強運動等を積極的に取り入れていくことが大切であると考えています。
　流山市は学力・気力・体力のバランスのとれた教育を目指しています。体力面で
は、学校体育を通して「運動の楽しさ」を味わわせることで、自ら体を動かす習慣
を身に付け、生涯スポーツにつなげていくことを大切にしていきたいと考えていま
す。

　これまで、流山市生涯学習センター内に設置の教育支援センター「フレンドステーション　エルズ」を設置し、不登校
児童生徒に対する、集団生活への適応指導、学習指導等の支援を行ってきました。
　そして新たに、令和４年４月より、新川小学校内に教育支援センター分室として「フレンドステーション　しんかわ」
を開設します。
　今後は、「フレンドステーション　エルズ」「フレンドステーション　しんかわ」の２か所で、小学生、中学生それぞれ
の発達段階に応じた、より細やかな支援を進めてまいります。

「フレンドステーション　しんかわ」開設「フレンドステーション　しんかわ」開設

小学生
【個人】
●櫻井愛莉（流山小１）2021年度第22回千葉県学童学年別水泳競技大会　小学校１年の部女子50m背泳ぎ　第１位
●樫原陸翔（流山小３）全日本FaST計算能力認定試験･公式記録大会　ペーパー競技低学年以下の部　第１位
●樫原惺來（流山小１）2021年全国あんざんコンクール　小学校１年生以下の部　第５位
●丸山希和（八木北小５）2021年度全日本ユース珠算選手権大会スペシャルコンペティション　Under10　第３位
●岡村悠生（新川小３）第66回こども県展　県教育長賞
●寺田眞帆（東小３）全国珠算競技大会そろばんクリスマスカップ2021　読上算競技小学３．４年生の部　第２位
●橋本圭泉（江戸川台小６）IJRU ALL JAPAN 2021　FUTURE部門　男子　優勝
●山下紗世（向小金小１）第12回ヨーロッパ国際ピアノコンクールin Japan　自由曲コース小学１･２年生部門　金賞
●髙嶋優（西初石小４）2020年全国そろばんコンクール　小学校３年生の部　第１位
●鈴木琴子（西初石小３）2021ブルグミュラーコンクール　東京11月ファイナル　小学３･４年Ｂ部門　金賞
●若菜倫大（小山小３）日本漢字能力検定７級　日本漢字能力検定協会賞　
●阿部結愛（小山小４）第45回ピティナ･ピアノコンペティション全国大会　Ｂ級　銀賞
●小森心結（小山小５）日清食品カップ　第37回全国小学生陸上競技交流大会千葉県選考会　女子1000m　第１位
●金森双葉（小山小２）2020年全国そろばんコンクール　小学校１年生以下の部　第１位
●金森四葉（小山小６）全国珠算競技大会そろばんクリスマスカップ2021　小学５･６年の部　フラッシュ暗算競技　第４位
●佐藤朱（長崎小６）第18回千葉県小学生学年別柔道大会　小学６年生女子-40㎏　優勝
●石橋朔太郎（長崎小５）第22回キッズコロシアム大会〈関東小学生陸上競技交流大会）　５年男子100m　第１位
●鈴木悠輔（流山北小６）ジュニアバドミントンフェスティバルINさいたま　シングルスＡグループ男子の部　第５位
●比嘉杏奈（南流山小５）第24回ジュニア陸上競技･チャレンジカップ東京女子　５･６年  ４×100MR　第２位
●比嘉杏樹（南流山小６）同　第２位
●仙波登和（南流山小３）第14回　国際ジュニア音楽コンクール　ヴァイオリンＣ部門　第６位
●髙木悠之介（南流山小３）第３回全日本FaST計算能力認定試験･公式記録大会　ペーパー競技 低学年以下の部　第２位
●柴田壮翼（おおたかの森小６）文部科学大臣杯第63回小学生･中学生全国空手道選手権大会　個人戦小学６年生男子形の部　優勝
●髙村聡太（おおたかの森小３）全国都道府県対抗ｅスポーツ選手権2021 MIE 都道府県代表決定戦　ぷよぷよ部門小学生の部　最高位

東小 １年 赤坂　　駿
おおぐろの森小 １年 谷中　　功樹
向小金小 １年 小泉　　陵真
おおぐろの森小 ２年 和田　　茉愛
長崎小 ２年 佐々木　明莉
流山小 ２年 道津　　皆斗
向小金小 ３年 有阪　　友香
おおぐろの森小 ３年 瀬尾　　咲音

流山小 ３年 杉本　　結菜
東小 ４年 廣瀬　　楓
南流山小 ４年 富澤　　美緒
向小金小 ４年 新倉　　緒杜
流山小 ５年 片桐　　羽菜
流山北小 ５年 阿部　　花果
向小金小 ５年 玉井　　涼子
東小 ６年 山田　　亜美

おおたかの森小 ６年 神田　　莉子
常盤松中 １年 菊地　　美鶴
南流山中 １年 後藤　　帆南
八木中 ３年 辻　　　温日
八木中 ３年 石川　　優翔
おおたかの森中 ３年 砂川　　暖花
北部中 ３年 福本　　理子
北部中 ３年 西野　　敦博

　令和３年１２月１１日（土）に流山おおたかの森ショッ
ピングセンターのイベントスペースにて行われたAOAart
主催のワークショップに、常盤松中学校とおおたかの森
中学校の美術部の生徒が参加しました。
　AOAartは、自閉症の人たちをアートによって支援して
おり、今回のワークショップでは、自閉症の子どもたち
と中学生が作品づくりに挑戦しました。長さ１０メート
ルの大きなキャンバスに、青い絵の具を使い、「言葉のコ
ミュニケーションを使わないで描く」
という約束のもと、それぞれが描き
始めました。お互いの描く絵が混ざ
り合う中で、まるで言葉を越えたコ
ミュニケーションが生まれたかのよ
うに一つの
大きな作品
に仕上がり、
大変有意義
な充実した
時間となり
ました。

市内中学生と自閉症の子どもたちがアートで共演！市内中学生と自閉症の子どもたちがアートで共演！
　流山市では、プログラミング教育用小型ロボット「toio
（ﾄｲｵ）」を活用した小中学校９年間の児童生徒の発達段階
に応じたプログラミング教育を東京理科大学、民間企業と
連携して令和４年度から全校で実施する予定です。
　令和３年度は、モデル校（東小学校、八木中学校、南流
山中学校、西初石中学校）にて先行して実施しました。
　モデル校の実践について、小学校低学年時では、プログ
ラミングの命令が書かれたカードを並べて教材「toio（ﾄｲ
ｵ）」に読み取ることで、教材が動くことを確認する学習を
実施しました。小学校高学年では、算数の図形の単元にお
いて、パソコン上で入力したプログラミングの命令が実際
に教材「toio（ﾄｲｵ）」でどう動くのかを確認する学習を実
施いたしました。
　中学校では、技術科にて、教材「toio（ﾄｲｵ）」が意図し
た動きになるよ
うなプログラミ
ングの命令をパ
ソコン上で入力
する学習を実施
いたしました。

流山市のプログラミング教育について流山市のプログラミング教育について

※各種目の全国平均値を５０としたときの値
※Ｔ得点とは、基準となるデータの平均値５０、
標準偏差の１０の正規分布に換算した値

（2） （3）令和４年３月11日　　　　教　育　な　が　れ　や　ま　　　　第８３号


