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市之倉小ホームページも御覧ください。  http://school.city.tajimi.lg.jp/ichinokura/ 
児童の下校予定時刻も載せています。 

ひ び き あ い 集 会 

12 月 7 日（金）に、「ひびきあい集会」を行いました。この会には学校運営協議会
の「子どもを語る会部会」の皆さんにも参観していただきました。他にもハッピーキャ
ンペーンとして「にこにこの木（学級で決めたひびきあいのめあてが守れたら花を貼

る）」「にこにこ標語」「ちょっといい話」などを行い、思いやりの心と正しい判断に
ついて考える場を設定してきました。「ちょっといい話」では、おうちで一緒に考えて
くださった低学年の保護者もみえると思います。ありがとうございました。 
 
 

「にこにこ標語」各クラス代表となった標語（ひびきあい集会で発表しました。） 

 

年 組 ク ラ ス 代 表 と な っ た 標 語 

1 1 わたしから つなげていこう えがおのわ 

２ １ おもいやり はげましなぐさめ あったかことば 

３ １ 思いやり みんなつかって ぽっかぽか 

３ ２ 遊ぼうよ 言って言われて いい気持ち 

４ １ あいさつは すればするほど ひびきあう 

５ １ 思いやりで 皆の心に 花が咲く 

６ １ ありがとう 心の花が 咲きほこる 

６ ２ ありがとう それは心の ストーブです 

 

 

「ちょっといい話」（各クラスの代表２名が、期間中に昼の放送で順に発表しました。そのうちの一部を紹介します。） 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

【１年男子児童】ぼくがきんじょのおうちへあ
そびにいったとき、かえろうとしたら３ねんせ
いのおにいさんがいっしょにおうちまでついて
きてくれました。とてもうれしかったです。ぼ
くも大きくなったら小さい子にやさしくしたい
なとおもいます。 

【１年女子児童】まい日学校にいくと
きに、つう学はんちょうがいろいろな
ことをおしえてくれます。ふざけてあ
るいたり、はしったりしたらあぶない
とおしえてくれます。わたしもやさし
いおねえさんになりたいです。 

【３年男子児童】ぼくのかかりのしごとはくば
りがかりです。くばるものは、教か書や、ノー
トやれんらくちょうや、プリントなどです。毎
日いろいろくばるものがあるけど、いろんな人
が、「ありがとう。」と、言ってくれるのでう
れしいし、とてもやる気が出ます。これからも
つづけてかかりのしごとをがんばります。 

【６年女子児童】いつも朝、登校する
時、見守ってくれる近所のおばさん。
そのおばさんは、毎日学校の坂の下ま
でついて来てくれます。私が１年生に
なる前からずっとです。そのおばさん
のおかげで毎日安心して登校できま
す。おばさん、いつもありがとう。 



お 知 ら せ  
 12/2７(木)～1/６(日)には学校に職員はいません。この期間に学校に知らせなければならな
いことができたときには、次の番号へお電話ください。教育推進課から管理職に連絡が回ります。 

緊急時の連絡先：多治見市教育委員会教育推進課（℡ 23-5904） 
よいお年をお迎えください。 

  

【１・２・３月の主な行事予定】 

１月１日(火) 元日(年のはじめを祝いましょう。) 
８日(火) 後期後半開始・全校学活 委員会 冬休み本返却(低) 

1-4 年 14:30 56 年 15:15 下校 
９日(水) 身体測定(高) 冬休み本返却(中高) 
10 日(木) 身体測定(中) PTA 本部会 19:00 
11 日(金) 身体測定(低) スキル 
12 日(土) どんど焼き(元小グランド) 
14 日(月) 成人の日(おとなになったことを自覚し、生き抜こうとする青年を祝い、はげましましょう。) 
15 日(火) 校内書き初め展(～18 金) 読み聞かせ クラブ SSW 
16 日(水) 4・5 年学習状況確認テスト ALT 
17 日(木) 個人懇談予備日 ４時間授業 給食あり 
18 日(金) 作陶講話 5 年生 集会(図書委員会) さわやか C  
21 日(月) 図書まつり(～30 水) ALT 
22 日(火) 委員会 SSW 
23 日(水) 地域の方との交流会 1 年 司書 
25 日(金) スキル PTA 地区委員会 19:30 
29 日(火) 南ヶ丘中新入生保護者説明会 6 年保護者 クラブ SSW   
31 日(木) 入学説明会 ALT 全校 5 時間         

２月１日(金) 登校指導 市教研 13:25 給食後下校  
※市教研の日は帰宅後 15 時までは自宅学習をするよう子どもに指導しています。 

２日(土)～４日(月) 土と版画展【バロー文化ホール ４日(月)は正午まで】 
２日(土)～８日(金）健康づくり週間 
４日(月) 読み聞かせペープサート ALT  ５日(火) 委員会 SSW 
７日(木) 学校運営協議会本部会  ８日(金) 集会 スキル 
11 日(月) 建国記念の日(建国をしのび、国を愛する心を養う。) 
12 日(火) 授業参観・懇談会(低) 校内土と版画展～14 日(木）SSW 
13 日(水) 授業参観・懇談会(中)    14 日(木) 授業参観・懇談会(高)  
15 日(金) 登校指導 集会(表彰) さわやか C  
16 日(土) PTA 資源回収 予備日 17 日(日） 
18 日(月) きらめき作陶展準備(５年生作陶体験の作品をギャラリー与左ヱ門に展示します) 
19 日(火) クラブ きらめき作陶展～24(日)   20 日(水) 学校保健安全委員会   
21 日(木) 卒業記念植樹  22 日(金) 集会：美化委員会 スキル  25 日(月) ALT 
26 日(火) 委員会（最終）SSW  27 日(水) 学校運営協議会拡大会議 19:00 
28 日(木) 通学班会 見守りお礼の会 下校指導 5 時間授業 

３月１１日(月) 中学校半日入学  25 日(月) 卒業式  26 日(火) 修了式、離任式 

 
 「親育ち４・３・６・３たじみプラン」コーナー 

それだ！ きみ、本を読みなさい       教育推進課 
≪染色の道にまい進していた志村さんは、近代陶芸の巨匠・富本憲吉から、生涯忘れられない言葉をもらった≫ 
夏の終わりでしたね。お家へ伺うと、先生が障子の向こうからサッと入っていらしゃっ

て、「君、何が一番好きか？」って聞くの。「本を読むことでしょうか」と答えると、「そ
れだ！君、本を読みなさい。文学を読みなさい」って。 
弟子に技術の優れた人が何人もいるけど、陶芸以外の勉強をしなかったから、だんだん精

神がやせてきたと。それだけやっているのではだめだ。他の分野を勉強して、栄養を取るこ
とが、仕事を豊かにするんだと。 
富本先生は「僕が好きなのは数学と建築だ」とおっしゃった。先生は大きな鉢に、細かい

絵をかくんです。立体のなかに模様がビシッと幾何学的に収まっていく。それは「僕が数学
と建築の勉強をしたおかげだ」って。 

（「朝日新聞 2018.7.16 「語る－人生の贈りもの― 染織家 志村ふく より） 


