
知行合一（ちこうごういつ） 

 ～「知ること」と「行うこと」～ 

  

 

 

 

校長 石井 都 

秋の日差しを浴びて、本校敷地内にある木々の葉は黄金色に輝き、秋の深まりを感じる今日この 

頃です。また、朝晩の寒暖差が大きく、いわゆる「寒暖差疲労」により体調を崩しやすくなる時期 

でもあります。２学期後半、子供たちが学校生活を毎日元気に過ごせますよう、健康・安全には、 

十分に気を付けてほしいと思います。 

さて、人がたくさん集まる公共の場では、ルールがあります。「喫煙した煙草や噛んだガム、飲み終  

 わったペットボトルはポイ捨てしない」「鉄道やバスの中、病院や学校等、人が集まる場所では、傍若  

無人に振る舞わない」などということは、当然のマナーとして多くの日本人が身に付けていたことです。  

また、家庭においても、「年長者への礼儀」や「知人への挨拶」、「他者を思いやる行為」など、古来 

より日本社会で普通に行われてきたことでした。しかしながら、時代の移り変わりとともに、そういう  

道徳観が薄れてきているように感じることがあります。子供たちにおいても、「平気でゴミを捨てる」 

「登下校の見守り活動をしてくださる方々の挨拶に反応を示さない」という残念な状況が見られること 

があります。昔はあたりまえであったことが、今では素晴らしい行いとして褒め讃えられることもあり  

ます。「知ること」と「行うこと」が一体となったことを表す言葉に「知行合一（ちこうごういつ）」  

があります。「知っていても行わないのは、まだ知らないことと同じことである。知って行ってこそ、  

真の知識・知恵となる」という意味です。「行動の伴わない知識は、未完成である」ということです。  

「挨拶を家族や知人と交わし合うこと」「約束は守ること」「嘘はつかないこと」「人には迷惑をかけ  

ないこと」「無闇に人を非難しないこと」など、あたりまえのこととして誰もが知っていることです。 

しかしながら、知っているからといって、行動が伴うとは限りません。  

子供は、親の考えや行いを演ずる名優です。「あたりまえ」のことを  

「知識」としてただ教えるだけでなく、「実行」する力が身に付くよう 

学校でも支援していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 
 

令和３年度  第７号 

令和３年１０月２９日（金）   

志木市館１丁目４番１号 

児童数１０月２９日現在 445名 

  

  

『読書の秋』を楽しみましょう！！ 
   食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋、読書の秋…「～の秋」という言い方は、たくさん  

あります。調べてみると、それぞれ「～の秋」の由来には、しっかりした意味づけがある 

ようです。過ごしやすくなるこの季節に、本校では読書月間を設けています。例年ですと 

１０月に実施していましたが、今年度は、運動会の変更により１１月を読書月間とします。 

全国学校図書館協議会の第６５回（２０１９年）調査によると、５月１か月間に読んだ 

  本の平均冊数は、小学生（４～６年生）で１１．３冊、中学生で４．７冊、高校生で１．４冊  

  だそうです。３０年前（１９８９年）の調査統計では、小学生で６．３冊、中学生で２．１冊、  

高校生で１．３冊ですから、昔に比べて読書量は増えているのがわかります。「スマホの普及  

による活字離れ」が懸念されてはいますが、小学生は、以前より本を読むようになっているの  

です。一方、不読者（１ヶ月に１冊も本を読まない者）の割合についても、  

第６５回（２０１９年）調査で、小学生で６．８％、中学生で１２．５％、 

高校生で５５．３％と３０年前に比べると減っています。 

読書から学ぶことや役に立つことはたくさんあります。感受性の豊かな 

小学生時代に多くの良書と出逢い、本を読むことの楽しさを味わってほし 

いと思います。  

志木市立志木第四小学校 

学校教育目標 

○よく考える子 ○思いやりのある子 ○やりぬく子 ○元気な子 

スマホでも左、 

２次元バーコード

からご覧いただけ

ます 

万葉草花園
１０月２１日撮影 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○いじめ撲滅強調月間 

いじめは重大な人権侵害であり、決して許されるこ

とではありません。 

埼玉県は、11 月を「いじめ撲滅強調月間」に制定

し、いじめ問題の根絶に集中的に取り組んでいます。

いじめを受けていたり、いじめに気が付いたりしたら

一人で悩まず相談・連絡してください。 

本校でも、各学級におけるいじめ問題に特化した授業

等、子供たちの心に響く取組を行っていきます。 
 

◆よい子の電話教育相談(埼玉県立総合教育センタ−) 

子供用 #7300 

又は 0120−86−3192 

保護者用 048−556−0874 

メ−ル相談 soudan@spec.ed.jp 

◆埼玉県警察少年サポ−トセンタ− 

子供用 048−861−1152 

保護者用 048−865−4152 

◆子供スマイルネット 

048−822−7007 

◆社会福祉法人 埼玉いのちの電話 

048 – 645 – 4343 

◆特定非営利活動法人 さいたまチャイルドライン 

子供専用 0120−99−7777 

◆埼玉県こころの電話(埼玉県立精神保健福祉センタ−) 

048−723−1447 

◆子供の人権 110 番(さいたま地方法務局)  

0120−007−110 

◆子供の人権 SOS−e メ−ル 

https://www.jinken.go.jp/kodomo 

◆いじめ通報窓口(埼玉県教育委員会) 

小・中・高校生の「いじめ」に関する通報 

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime−soudan−form.html 

○彩の国教育の日・教育週間 

埼玉県では、 11 月 1 日を 

「彩の国教育の日」、11 月 1 日  

から 7 日までを「彩の国教育週間」 

として、教育に関する様々な取組を 

推進しています。 

本校では運動会の延期により学校公開を中止としま

したが、今後もホームページなどを通して家庭・地域

の方々に教育活動の様子を伝えていきます。 

また、地域では多くの方々にご協力いただき、職業

体験や自然体験、高齢者との交流など、子供たちに貴

重な体験の機会を提供していただいています。  

このようにして、子供たちは様々な場面で多くの方

とふれあいながら、心身ともに大きく成長していま

す。学校、家庭、地域がさらに連携を深め、心豊かな

子供たちの育成が図られますよう、引き続き、皆様の

ご支援、ご協力をお願いいたします。 

 

埼玉県マスコット 

「コバトン」 

持久走大会 

11 月 16 日（火）1 校時:3 年  2 校時:1 年  3 校時:5 年  

11 月 17 日（水）1 校時:4 年  2 校時:2 年  3 校時:6 年 

雨天時 11 月 18 日（木）に延期 

体育の授業で培った力を生かし、粘り強く走ります。

詳細は、後日配布する文書をご覧ください。  
    

ふれあいまつり 

11 月 30 日（火） 

1 年生から 6 年生までの縦割り班で協力し、それぞ

れが工夫したお店を出して交流します。本校の特色あ

る活動のひとつです。(感染症対策のため、家庭や地域

への公開は行いません。ご了承ください。)        

 

11

日 土

10/30 11/1 2 すこやかタイム 3 4 （月・木日課） 5 お話朝会 6

運動会

予備日①

7 8 （月・木日課） 9 すこやかタイム 10 ふれあい活動 11 （月・木日課） 12 児童集会 13

志木市立

小・中学校

　　創造展

14 15 （月・木日課） 16 持久走開会式 17 学級の時間 18 （月・木日課） 19 ふれあい活動 20

創造展

県民の日

21 22 （月・木日課） 23 24 持久走表彰 25 （月・木日課） 26 読書タイム 27

28 29 （月・木日課） 30 ふれあい活動 12/1 生徒指導朝会 2 （月・木日課） 3 学級の時間 4

〇12/2 市内一斉授業研究会が行われます。研究授業を行う4年2組は14:50、それ以外の学級は13:10下校となります。

金

振替休業日 水泳指導1・4・5年③ 文化の日 運動会予備日② 運動会予備日③

全学年通常授業

月 火 水 木

委員会 水泳指導1・4・5年④ 集金日（全校） 社会科見学(３年)

給食費引き落とし日

社会科見学(４年)

クラブ 持久走大会 持久走大会 持久走大会予備日

（１・３・５年） （２・４・６年）

クラブ 勤労感謝の日 足育測定説明会

（３年・４年）

市内一斉授業研究会 懇談会

1～4年 14:10下校 学内研修会 ４年２組 14:50下校 (４年・５年・けやき)

5・6年 15:05下校 1～５年 ５時間授業

月の行事予定 ※中止・変更となる場合もあります。

※11/4運動会の場合も ※運動会実施でも

5・6校時授業あり 5・6校時授業あり

他の学級 13:10下校

※運動会実施でも彩の国教育の日

ふれあい活動前日準備 ふれあいまつり 10:00もくせい会


