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  峡東地域教育推進連絡協議会主催 

テーマ 「子どもたちの生きる力を育む、いまからやっておく習慣づくり」 

～たったこれだけのこと、でも10年後には大きな差になる行動習慣～ 

 ７月２日（木）、山梨市民会館において峡東地域教育推進連絡協議会の総会及び子育

て講演会が開催されました。会長に山梨市教育長の丸山森人氏が選出され、今年度の活

動方針等が決まりました。 

 子育て講演会では、北杜市在住の教育研究家、山村裕志氏に「子どもたちの生きる力

を育む、いまからやっておく習慣づくり」と題して講演をしていただきました。              

講演の内容を一部掲載いたします。                          丸山森人会長 

 

 多くの大人が子どもに望むのは「人に迷惑をかけない、ちゃんとした人間になってほしい」ということ。「ちゃんとした人間にな

る」とは、性格や基礎的能力といった先天的な要素に加え、価値観や習慣といった後天的な要素を身につけて人間としての

“土台”をつくり、その上に社会人として必要な人格や能力を習得していくということ。言い換えると複雑な社会の中で生きる

力を持つこと。文部科学省が提唱する「生きる力」は“確かな学力、豊かな人間性、健康・体力”の３つ。私は４つ目の生きる

力として“行動習慣・心の習慣”を加えるべきと考える。なぜなら大人でも子どもでもその人の“習慣”によって結果が大きく変

わることが多いから。これからは、“ハイスキル・クリエイティブ・課題解決型”の仕事が増加するため、よりアウトプットする力を

備えた人材が求められる。同時に企業には人材をじっくり育てる余裕がないので、採用段階で既に高い水準にある人材を求

める傾向にある。だから就活において多くの内定をもらえる学生と一つももらえない学生の差が出てくる。 

 良い人材は行動習慣と関係がある。つまり確かな行動習慣を持っていれば、仕事でも勉強でも一定の成果を出すことがで

きる。価値観や性格はなかなか変えられないが、行動習慣は「やり続けること」で変えられる。何かをやるときに力を発揮す

る行動習慣は６つ。①段取りをする習慣、②整理整頓をする習慣、③時間を意識する習慣、④やるべきことには耐えて取り

組む習慣、⑤やり始めたことを継続する習慣、⑥きちんとコミュニケーションする習慣。このうち①～③に焦点をあてたい。  

 ①「段取り八分、仕事二分」というように、十分な準備をすれば仕事は大方うまくいく。勉強でいえば準備とは予習のこと。段

取りをする習慣の第一歩は、ハンカチ・ティッシュを毎日持つこと。こういうことも、準備や段取りの一つのカタチ。 

 ②企業では“５Ｓ”(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)を重視している。やりっ放し・出しっ放しにしない習慣づくりが大切。知識

の整理も同じこと。学んだことは必ず書き留め、そして整理する（復習）習慣が大切。 

 ③できる子は時間を意識する。テスト前に「まだ2週間ある」と考えるのと「もう2週間しかな

い」と考えるのとでは大きな違い。やるべきことを先にやる習慣づくりが大切。 

行動習慣の土台が「心の習慣」。企業時代に「心の習慣か・き・く・け・こ」（必ずやる、きち

んとやる、繰り返しやる、謙虚にやる、こだわってやる）という合い言葉で社員教育をして業績

回復という成果を出すことができた。                       

 子どもの習慣をつくっていくのは、やはり親の習慣。望ましい習慣が家庭の中で根付いてい

ることが一番大切だと考える。                                           講師の山村裕志氏

峡 東 教 育 事 務 所 

地域教育支援スタッフ 

TEL   0553-20-273１ 

FAX   0553-20-2733 

 



ＮＰＯ法人すてっぷ・あっぷる主催

   テーマ「子どもの心の土台に育む信頼感」 

6月1日（月）、勝沼市民文化会館において第1回子育て講座が開催

されました。前半は、認定カウンセラーの川辺修作先生から、子どもの

心に最初に育まれる「信頼感」についてお話を聞きました。 

「生まれたばかりの赤ちゃんは完全にお母さんに依存しています。言

葉もわからず、移動することもできず、不安や不快を感じても泣いて表

現するしかありません。お母さんがそのシグナルを受け止めて、おっぱ

いをあげたり、優しく抱いてあげたり、あやしてあげることによって、

よい気分になり泣き止むことができます。こうした日々の関係の中で“信

頼感”が生まれることを忘れずにいたいですね。」というお話から始まりました。 

後半は、参加者から子育てに関する質問が出され、川辺先生から的確なアドバイスを受けていました。親子での

参加とあって、和やかで安心できる雰囲気の中で、子育てについての悩みを相談するよい機会となっていました。 

 

                                    ろう学校・加納岩保育園 

山梨小学校・春日居中学校 

山梨高校・身延山高校 

県立ろう学校では、豊かな心や社会性を養い、コミュニケーション能力の向

上を図ることなどを目的に、学校間交流を毎年行っています。幼稚部・小学部・

中学部・高等部それぞれが、提携校との交流・共同学習を年間を通して計画的

に行っています。加納岩保育園では自由遊び・設定遊びなどで交流し、山梨小

学校との交流では２年生が「生活」の授業でさつまいもの苗植え、３年生が「図

工」の授業で一緒に作品作り、4年生は歓迎会の中で手話の勉強をしたり、ゲ

ームをして楽しみました。春日居中学校とは６月に授業交流を行い、８人の生

徒が参加しました。普段は少人数で授業を受けているため、大勢での授業に最初 「手作りの贈り物」を交換しました(３年生) 

は少し緊張気味でしたが、グループでの学習では次第に打ち解けてきて、和やかな雰囲気で授業を受けることがで

きました。放課後の部活動では卓球部と交流を行いました。 

今後は、山梨小の諸行事への参加、春日居中学校・山梨高校の強歩大会や学園祭への参加、ろう学校運動会への

参加などが予定されている他、地域の人たちとの交流も計画されています。 

 

 平成２７年５月２３日（土）に、笛吹市芦川町のあしがわグリーンロッジで自然体験教室が開催されました。定

員を大きく上回る１５０名の応募があり、抽選で選ばれた小学生３０名が参加しました。最初に指導員の案内で山

に入って山菜採りを経験したあと、グリーンロッジに移動して、川に放されたニジマスのつかみ取りに挑戦しまし

た。足が痛くなるほどの冷たい水に最初は表情がこわばっていましたが、歓声をあげながら魚を追いかけるうちに

水の冷たさも忘れ、素手で捕まえた魚を嬉しそうに掲げて見せ合っていました。その後、慣れない包丁を使って捕

まえたニジマスの内臓を取り除いて、塩焼きにして自然のおいしさを満喫しました。 

 

  



東雲小学校・勝沼小学校 

勝沼保育園・岩崎保育園・東雲保育所・たんぽぽ保育園 

 

保幼・小連携のための授業参観並びに懇談会が、５月２５日に東雲小学校で、6月５日には勝沼小学校において

開催されました。

懇談会では、小学校1.2年生の先生方から、主に学習面や生活面についての様子が話されました。保育所(園)の

先生方からは、文字や鉛筆の持ち方、話を聞けることなどについての話題が出されました。 

保育士の方々が、「子どもがこれからどのように育つのか」見通し、小学校の先生方が、「子どもがこれまでどの

ように育ってきたのか」を理解し、お互いに「今、目の前の子どもたちとどうかかわればよいのか」考え、学び合

うよい機会でした。 

 

 

 平成27年5月31日(日)に、笛吹市石和町の清流公園相撲場で、笛吹青年会議所などが主催する第23回清流

杯争奪わんぱく相撲大会が開催されました。市内の幼児・小学生約60人が参加し、地域別の団体戦と学年別・男

女別の個人戦を行いました。まわし姿のちびっこ力士たちが力の入った熱戦を展開し、会場をおおいに沸かしまし

た。大人顔負けの激しいあたりや様々な決まり手に会場から大きな声援が送られま

した。男子個人戦の４～6 年の優勝者は8 月2 日に東京の両国国技館で開催され

る全国大会に出場します。 

まったなし！       力が入ります      幼年の部の取組 

 

 峡東地域教育推進連絡協議会主催 

期 日  平成２７年８月２０日（木） １４時３０分から 

場 所  甲州市民文化会館 ２Ｆ大会議室 

第１部  事例発表① 《保幼小連携》奥野田保育所・奥野田小学校の取組 

      「Ｈ２６年度の実践を中心に、成果と課題、今後の取組についての発表」 

       事例発表② 《地域連携》甲州市の取組 

       「地域コーディネーターから見た保幼・小・中の連携」 

第２部  グループ討議 

  14:00       14:30      14:40                 15:20                             16:20     16:30  

 

 

受付    開会行事        事例発表               グループ討議         閉会行事 

   



管内中学校総合体育大会（笛吹・東山梨）結果ダイジェスト 
笛吹市中学校総合体育大会・東山梨中学校総合体育大会が6月10日(水)に開催されました。梅雨の晴れ間の中、

各会場で熱戦が繰り広げられました。各種目上位入賞校は、7月下旬に行われる県中学校総合体育大会への出場権

を獲得しました。各種目団体戦の優勝校は次のとおりです。 

◆ 笛吹市の優勝校 ◆     ◆ 東山梨の優勝校 ◆ 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

野  球    石和中 

サッカー    御坂中 

ソフトボール  石和中 

バスケットボール  男子 石和中 

        女子 浅川中 

バレーボール  男子 一宮中 

        女子 石和中 

卓  球    男子 春日居中 

        女子 一宮中 

ソフトテニス  男子 石和中 

        女子 石和中 

剣  道     男子  浅川中 

        女子 御坂中 

柔  道    男子 浅川中 

弓  道     男子  石和中Ｂ 

             女子  石和中Ｂ 

体  操    女子個人総合 

           石和中 

 

野  球    山梨南中 

サッカー    塩山中 

ソフトボール  塩山中 

バスケットボール   男子  山梨北中 

        女子  塩山中   

バレーボール  男子  山梨南中 

        女子  山梨南中    

ハンドボール  男子  塩山中 

        女子  塩山中    

卓  球    男子  塩山中 

        女子  塩山中 

ソフトテニス  男子  山梨南中 

        女子  塩山中 

剣  道    男子Ａ 山梨北中 

        女子    塩山中 

柔  道    男子   塩山中Ａ 

        女子   塩山中 

バドミントン男子 シングルス 勝沼中 

        ダブルス  勝沼中     

        女子 シングルス 勝沼中 

          ダブルス  勝沼中 

※個人戦について氏名の掲載は控えさせていただきました。 



 

山梨県立高等支援学校桃
とう

花台
か だ い

学園 
～平成２７年４月に開校しました。～ 

 

本校は、県内初の高等部のみの、軽度の知的障害者を対象とした特別支援学校として本年４月に開校しました。

専門学科「産業技術科」を設置し、専門教科「家政」、「農業」、「流通・サービス」の各分野の学習をとおして、
職業教育の充実を図っています。また、本年度は職業教育に係る外部専門家を講師として活用し、より専門的な

内容の学習を行っています。  

進路指導に力を入れており、卒業後は企業等での就労を目指し、職業教育に重点を置き、日々の学習や進路先

見学、就業体験、産業現場等における実習（現場実習）等をとおして、生徒一人ひとりに合った進路選択ができる

ような指導・支援を行っています。   

学区は県下全域で、自主通学を基本とし、遠方からの通学で時間のかかる生徒の通学保障として、寄宿舎を設置

しています。 

【校舎外観】      【食品加工・ラスク作り】  【企業での現場実習】  【桃花ダイスキマーケット】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

回 開催予定日 

第2回 7/17(金) 

第3回 9/11(金) 

第4回 10/ 9(金) 

第5回 11/28(土)秋の大収穫祭 

第6回 12/11(金) 

第7回 1/15(金) 

第8回 2/12(金) 

生徒が真心を込めて栽培、製造した農産物やパン、製菓な

どを校内にある「地域コミュニティエリア」で販売いたしま

す。エリア内ではコーヒーや紅茶などの喫茶サービスも提供

します。今後月に１回程度の開催を予定しています。 

地域の中で、皆様とのふれあいを大切にし、学校も生徒たち

も成長していきたいと思います。 

気軽に立ち寄っていただけると幸いです。 

☆オープンスクール☆ 

7月14日(火)の8時30分から１２時30分

までの日程で、オープンスクールを実施します。

専門教科(農業生産、食品加工、環境メンテナンス)

等の授業や部活動の様子を見学し、本校の教育活

動や生徒たちの様子を知っていただきたいと考

えています。どなたでも参加可能ですので、多く

の方々のご来校をお待ちしております。 

☆授業体験会☆ 

 8月29日(土)の8時30分から12時までの

日程で、授業体験会を実施します。対象は中学 3

年生です。専門教科 3 コースから一つを選び、実

際の授業を体験できます。進路選択の参考にぜひご

参加ください。ただし、事前に教育相談を受けて頂

くことが必要になります。詳細はお電話等でお問い

合わせ下さい。     ☎055－263－7760 

桃花ダイスキマーケット 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 生徒会活動に部活動、１学期だけなのに盛りだくさん。今年も塩山高校はがんばっています！ 

 

 生徒会活動・部活動をがんばる  

♯1  5/13(水)～15(金) 県高校総合体育大会 

今年は特に女子の活躍が目立ちました。男子もがんばってます。   

♯2  6月初旬 各種運動部関東大会  

関東強豪校と激突！上位進出者も出ています。  

♯3  6/23(火)～24(水) 菩嶺祭 

今年の学園祭も塩高生のエネルギーが弾けました。 

♯4  7/30(木)～31(金) 全国高校総合文化祭 

文化部だってすごいんです。高い表現力が評価されています。 

♯5  上位大会出場部 

関東大会出場  女子ソフトボール部、ウエイトリフティング部、相撲部、弓道部 

全国大会出場  女子ソフトボール部、ウエイトリフティング部、相撲部、書道部 

 

 

○ 夏休みにしかできないことがある。塩山高校は継続的にがんばります。 

 

 社会人を目指して がんばる  

多くの地元企業の皆様のご協力をいただき、塩山高校の生徒達はこの夏インターンシップに取り組みます。 

近い将来を見据え、緊張感を持って社会人を実感したいと思います。ご指導よろしくお願いいたします。 

 

 わたしたち塩山高校を知ってほしくて がんばる  

♯1  8/9(日) 学校説明会（於 甲州市民文化会館） 

生徒が主役の本校学校説明会は、「生徒のがんばりが直接 

伝わってわかりやすい」と毎年好評をいただいています。今年 

は、舞台に立つ生徒数がドーンと増えます。 

                                          昨年の学校説明会の様子。 今年もやりますよ！ 

♯2  9/26(土) 中学生一日体験入学（於 塩山高校） 

先生達だって黙っていられない。２学期は楽しい授業で中学生を引きつけます。 

部活動見学は気合いが入りすぎないよう気をつけます！ 

 

和敬・叡智・創造 

塩山高等学校の歩み 


