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 「チャンスは、1度きりじゃない」          校長   

 「あ～あ、夏休みが終わっちゃった」きっと児童はそう思っ

ていることでしょうね。保護者の皆様はいかがでしょうか。「普

段より子どもと一緒に遊んだりゆったりする時間がとれたりし

てよかったなあ」と思っていらっしゃることと思います。 

児童は、夏休みが終わってちょっぴり寂しいけれど、「また、学校で友だちに会えるぞ、一緒に

遊べるぞ」と、今日の日を楽しみにしていたのではないかとも思います。「元気に登校、笑顔で下

校」する毎日が始まります。 

 

夏休みの始めに、「長い夏休みこそ、普段にはできないことに挑戦する最高のチャンス」「普段し

ていることを普段どおりに続けよう」そして「笑顔で元気」に過ごしましょう、と話しました。

今までとは違う夏休みにチャレンジして、自分をチェンジ（成長）させるチャンスにしてほしい

と願っていました。どうでしたでしょうか。思い切りできた児童もいたでしょう。十分ではなか

ったと振り返っている児童もいることと思います。 

しかし、「チャンスは 1度きりではない」、新たなことにチャレンジして、自らをチェンジ（成

長）させるチャンスはいつもあると捉えさせたいと考えます。 

児童はこれから長い人生を生き抜いていかねばなりません。社会は今以上に速く大きく変化し

ていくことでしょう。この世の中の流れに置いていかれないように、常に自らのレベルアップを

目指して、自分を成長させるために努力できる人間に育っていかなければいけないと考えていま

す。保護者の皆さんが子どもであった頃には考えてもいなかったもの（例えば、コンピューター

やスマートフォンや携帯用ＴＶゲーム）が世間に溢れ、それを小学校にも入らない子どもが使っ

て遊んでいるという時代が既に来ています。 

もちろん流行を追うだけではなく、地道に一歩一歩前に向かって歩み続ける力が必要です。そ

のために、本校では学習でも生活でも基礎基本を大切にするとともに、コミュニケーション能力

を高める努力をしています。児童に示している「さわやか挨拶・聞き方話し方名人・いきいき運

動」の３本柱がそれです。 

大きくチェンジしていくことと同時に、ほんの少しのチェンジ（成長）でもとても大変で大切

なことです。そのことに向かってこつこつと努力し続けられることは、本当に素敵なことです。

自分を成長させるチャンスは、毎日の生活に中にたくさんあります。それをチャンスと思い、チ

ャレンジするかどうかが問題なのですね。「あきらめないで、自分を信じて」頑張ることの大切さ

を、そして、やりきった素晴らしさを感じることのできる体験をたくさんさせたいと考えていま

す。 

夏休み中に、大きな事故などの報告を受けておりません。保護者の皆様のおかげです。深く感

謝いたします。今後ともよろしくご支援ご協力をお願いいたします。 

ひ び き 教育目標： なかよく かしこく たくましく 

３本柱：さわやか挨拶  聞き方・話し方名人 

     いきいき運動 



 

 

 

ＰＴＡ主催の行事が２つ開催されました。中心となってい

ただいたＰＴＡ母親委員会の皆様、行事の企画と準備、当日

の運営等、ありがとうございました。 

 

 

ゲーム、カレー作り、スイカ割りなど、楽しい時間を過ご

すことができました。指導員の方や、お父さんたちの指導を

受けて、かまどで使う薪割りの体験をすることもできました。 

 

 

子ども陶器博物館で、絵付け体験をしました。参加希望者

多数のため２日間に分けて実施しました。絵柄を事前に決め

ていた子もいて、みなさん積極的に、楽しんで取り組んでい

ました。できあがりが楽しみです。 

 

 

 
 
 

久々に、笑顔と元気な声で、学校がいっぱいになりました。 

 夏休みに体験したことを話したり、持参した宝物を見せ合った

りして、あっという間に時間が過ぎてしまいました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デイキャンプ（７月２１日） 

絵付け体験（８月６日･７日） 

全校登校日（８月１８日） 

親育ち                     多治見市教育委員会 

『家庭学習の習慣』 
 多治見市 PTA 連合会と多治見市教育委員会が進めている、家庭で育みたい習慣や努力したい行

動などをあらわした「新 家族の約束十二か条」があります。その１に「家庭学習の習慣が身に

つくよう努めましょう」があります。 

 子どもたちは長期の休みが終わり、学校中心の生活が始まりました。生活リズムを整えていく

ための「早寝・早おき・朝ごはん」はもちろんですが、家庭学習を自分で決めて学習するように

させたいものです。この「自分できめる」ことが大切です。家庭での学習の内容や方法は学校で

も指導しています。それを基にしながら、自分で決めて家庭学習をしなければ、やってよかった

という達成感を味わったり、次への学習につながる疑問点はわいてきたりしません。子どもが自

分で決めた学習で努力していたら、ぜひそこで「今日は自分で決めた○○○をがんばっていてう

れしいよ。」と一言かけましょう。 



☆作品の応募のお知らせ 市Ｐ連･市教委共催 親育ち４･３･６･３たじみプラン推進事業 

「～家族で話そう！我が家のルール・家族のきずな・命の大切さ～ 

家族の約束十二か条 三行詩募集」について 

 

  

 

 

夏休み前に、募集要項(裏面に応募用紙)を配布しましたので、詳しくはそちらをご覧いただき、

ご応募ください。 

※締め切りが迫っております。ご応募をよろしくお願いします。（８月２９日締め切り） 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎毎月月のの交交通通指指導導あありりががととううごござざいいまますす  
  

((６６月月１１７７日日ののごご報報告告よよりり))  

［東山入口］  

・７：３０頃が、車のピークのようで、自分の思っていた以上に車の量が多くて、出発

前の子たちが歩道の縁石に数人上がっていたので、注意して下ろしたけれど、普段注

意する人がいないと危険だなと思いました。分団長、副分団長の子が、待っている間

も注意できるといいなぁと思いました。あいさつは、きちんとできている子もいれば、

全く目を合わさない子もいて、家庭内でのあいさつの習慣化や、親が見本となってあ

いさつをしている姿を見せなきゃ、と実感しました。 

［１１丁目下県道口］ 

・通勤時間帯で、交通量が多く、危険な歩道を高学年の子が低学年の子に声をかけなが

ら、上手く登校していました。道幅が狭く、車と車がすれ違う際、歩道をはみ出して

走行する場面も見られたので、とても危険な通学路だと感じました。 

 

「夏休みの宝物展」 ＊＊＊ぜひ、ご覧ください。＊＊＊ 

日時：８月２７日（水）２８日（木） １５：００～１８：００ 

会場：１・２年生…プレハブ校舎･図工室  ３・４年生…新館１階･家庭科室 

   ５・６年生…新館２階･理科室 

 ※ お越しの際は、新館入り口の受付名簿にお名前を記入してください。 
 
「多治見市 科学作品展」 
日時：９月６日（土）７日（日） ９：００～１７：００ 

会場：多治見市文化会館 展示室 

 「多治見市 発明くふう展」 

日時：９月２７日（土）２８日（日） ９：００～１７：００ 

会場：多治見市産業文化センター 
 
※ 多治見市内２１校の小中学生の皆さんが、夏休みに取り組んだ科学作品と発明作品の展示会で

す。各校の優秀作品が展示されますので、子どもたちが、がんばった姿を、是非ご覧になってく

ださい。 

 日常の家庭での会話や生活などから育まれる生活習慣、我が家のルール、家庭のきずなや命の

大切さなど、日頃から親子で話し合ったり、一緒に取り組んだりすることの大切さ、または家族

の約束十二か条(募集要項を参照)をテーマとする三行詩を募集します。 



９月の行事予定 
日にち 学 校 行 事 ＰＴＡ関係 

 １ 月 あいさつ運動(～５日) 身体測定(中学年)  あいさつ活動 

 ２ 火 がさがさ活動(３年) 身体測定(高学年) クラブ 下校15:15(1～3年)16:00(4～6年)  

 ３ 水 身体測定(低学年･支援)  下校 15:15(全校) 本部会 19:30 

 ４ 木 心電図検査(１･４年) 委員会 下校15:15(1～4年)16:00(5･6年) 地区委員会19:30 

 ５ 金   

 ６ 土 科学作品展(～７日)  

 ７ 日   

 ８ 月 スクールカウンセラー訪問 運動会テント設置(前４張)  

 ９ 火 運動会係会 下校 15:15(1～4 年)16:00(5･6 年*４年応援団)  

１０ 水 俳句授業(４年)  下校 15:15(全校)  

１１ 木 教育長訪問(午後)  

１２ 金   

１３ 土   

１４ 日   

１５ 月 敬老の日  

１６ 火 運動会テント設置(児童席) 係会 下校 15:15(1～4 年)16:00(5･6 年*４年応援団) 交通指導 

１７ 水 全体練習１ 下校 15:15(全校)  

１８ 木 運動会係会 下校 15:15(1～4 年)16:00(5･6 年*４年応援団)  

１９ 金 全体練習２  

２０ 土   

２１ 日   

２２ 月   

２３ 火 秋分の日  

２４ 水 全体練習３ 下校 15:15(全校)  

２５ 木 運動会係会 下校 15:15(1～4 年)16:00(5･6 年*４年応援団)  

２６ 金 全体練習４ 運動会準備 下校13:40(1～4年)15:15(5･6年*４年応援団)  

２７ 土 運動会                発明くふう展(～２８日) 運動会支援 

２８ 日   

２９ 月 振替休業日  

３０ 火 お弁当の日 委員会 下校 15:15(1～4 年)16:00(5･6 年)  

〔１０月の主な予定〕 

 １日 ＰＴＡ本部会 

 ３日 ２年生･親子行事 

 ７日 クラブ    ９日 委員会 

１０日 前期終業式  

４時間授業･給食あり･14:00 下校 

１４日 後期始業式 分団会 委員会 

１５日 交通指導  

１６日 ６年生･親子行事 

１７日 ５時間授業(研修訪問) 

１９日 資源回収 愛校作業 

２１日 クラブ  ２４日 ５年生･親子行事 

２７日 ５時間授業(特別支援訪問) 

２８日 委員会  ３１日 市音楽祭(４年生) 

運動会の実施 27 日実施  28 日実施  29 日実施 
２７日(土) 運動会    雨天･授業(弁当) 雨天･授業(弁当) 
２８日(日) 休 み    運動会    雨天･休み 
２９日(月) 休 み    休 み    運動会 
３０日(火) 授業(弁当)  休 み    休 み 



 


