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聞き方・話し方名人

いきいき運動

「チャレンジでチェンジ・・ 大きく成長するチャンス」
校長
いよいよ夏休みです。子どもたちにとって、待ちに待った最高のお休みでし
ょう。保護者の皆さんにとっては、どのように家庭で生活させるか少々心配な
面もあるかと思います。しかし、今までとは違うことにチャレンジして、自ら
をチェンジ（成長）するチャンスだと捉えてはいかがでしょう。
きっと各ご家庭で、夏休みの約束や生活のルールを作られることでしょう。
この時、ぜひ「○○をしない」などというルールではなく、
「○○をする」とい
う、積極的に行動するものにしていただきたい。そして、自分で自分の生活をよりよく律していくこと
のできる約束にしましょう。とともに、家族の一員として子どもなりにできることを考えさせたり相談
したりして、家族みんなで納得できるものを約束して、実行させていただくことで、今までよりも成長
できるはずです。
「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」だということです。普段の生活
の中ではなかなか時間が取れなくて、やりたいのに十分にできないことが子どもたちにはあることでし
ょう。例えば、もっとサッカーがしたいのに思い切りできない、本を思い切りいっぱい読みたい、多治
見市の博物館や資料館などをすべて回ってみたい、多治見市を地図を頼りに歩いてみたい、などなど。
もちろんできることとできないこと、大人の力を借りなくてはいけないこともありますので、ご家庭で
相談してください。そうして、できることならば、ぜひどんどんやらせてください。自分で計画を立て、
実際に行動する。そうしたことで、子どもたちは確実に成長します。
「普段していることを普段どおりに続けよう」 継続すればより強い力となります。継続できること
は、それだけで力です。夏休みは特別ではありますが、普段の生活の延長線上にあると考えています。
ですから、生活のリズムも学校に来ている普段どおりのリズムで生活できるように頑張ってほしいです
ね。起床時間も就寝時間も家庭学習も、普段できていることは普段通りに続けられる強い自分を作るこ
とで、成長します。
このように、ぜひ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す。
最後に、
「元気で笑顔」です。早寝、早起き、朝ごはんは大切です。
アンケート調査によると、残念なことに本校にも朝ごはんを食べて
こられない子どもがいます。どうぞ保護者の方にはご協力をお願い
します。また、道路を遊び場にしている子どもも少なくないようで
す。交通事故が心配されます。
病気や事故、けがなどをすることなく、元気に夏休みを過ごし、
８月２７日には、元気に笑顔で登校してくれることを心から願っています。

着衣水泳の様子

挨拶で絆の日（１日）

４年生･親子行事（４日）
まちづくり市民会議とＰＴＡ本部会の皆様が、登校してくる
児童に「おはようございます」と声をかけてくださいました。
元気に挨拶を返す子、自分から先に挨拶する子、恥ずかしそう
に通り過ぎる子・・・。学校と家庭とで「自分から、相手の顔
を見てあいさつ」できるよう指導していきましょう。

連れ去り未然防止教育（３日）１･２年生

親子が一緒にドッジ
ボール。お父さん、お母
さんがハッスルする姿
に子どもたちは大喜び。
学年委員の皆様、ありが
とうございました。

砂防教室（14 日）４年生
多治見国道砂防
事務所の方から、プ
レゼンテーション
や模型を使って、砂
防の必要性としく
みについて教えて
いただきました。

県警の「たんぽぽ班」を
迎えて、
いざというときの
行動について学習しまし
た。
セーフティファイブに
ついて、
お子さんはご家庭
で話しましたか？

安全パトロール共栄（10 日）

全校集会に、安全パトロール共栄の代表の皆
様をお迎えしました。児童代表が、日頃の感謝
の気もちを伝え、これからもよろしくお願いし
ますと話しました。
来校いただいた皆様は、ミーティング室に会
場を移し、子どもの安全を守るために、各地区
の様子や危険箇所について交流されました。
いつも本当にありがとうございます。

「安全パトロール共栄」の会員を募集しています。
○「安全パトロール共栄」は、ご自分の生活習慣や都合に合わせて、できるときにできる場所で、子どもた
ちの登下校の安全や地域での生活を見守る活動をしています。全員が集まって会合をするとか、活動の決
まりといったものはありません。子どもとのふれあいを楽しみに、安全に気を付けて無理のないように活
動しています。
○現在も、多くの方に活動していただいていますが、さらに子どもたちの安全を守る活動の輪を広げるため
に会員を募集しています。特に、東山にお住まいの方で、多数ご協力いただけるとありがたいです。募集
といっても、お名前と連絡先を登録していただくだけです。活動される方の把握と、学校の行事予定の配
布や変更のお知らせに活用させていただきます。お手数ですが、共栄小学校(電話 22-0833 担当･教頭)まで
ご連絡ください。緑の上着を配布しますので、各々で見守り活動をお願いします。
○現在、活動されている方についても名簿を作成中です。各地区で名簿にご記入いただくようお願いしてい
ます。まだの方は、他の方にお尋ねいただくか、共栄小学校(教頭)までご連絡ください。

着衣泳指導（14 日）５･６年生

ラジオ体操の練習（15 日）
夏休みを控え、
ラジオ体
操の練習をしました。
規則正しい生活を送る
ためにも、
ラジオ体操で目
を覚まし、
さわやかに１日
をスタートさせましょう。

万が一、
服を着たまま水
に入った場合の正しい対
処の仕方を学びました。
水難学会の方にご指導
いただきました。
ありがと
うございました。

「夏休みを有意義に過ごすために」…生徒指導より
＊＊＊保護者やご家族の皆様、地域の皆様もご指導ください。＊＊＊
〇交通安全について
小学生が自転車に乗る場合、ヘルメットを必ず着用します。最近、着用率は上がってきま
したが、まだ１００％ではありません。また、依然として、キックボードで道路を横断する
姿を見かけます。自転車の安全な乗り方や、キックボート・ローラーブレイド等の遊具を公
道で使用しないなど、交通事故から大切な子どもを守るよう、皆様もご指導ください。
〇携帯電話、スマートフォン、通信ゲーム等について
テレビや新聞等のニュースでも頻繁に報道されているように、便利な反面、様々なトラブ
ルを巻き込まれたり、いじめや非行に発展したりする場合があります。保護者として、お子
さんの要求のまま買い与えるのではなく、ご自分のお子さんに必要かどうかを考えてみてく
ださい。もし、与えるとしたら、お子さんとよく話し合って、きちんと約束を決めて守らせ
る、どのように使用しているのかをきちんと見届けることが必要です。
〇お金の使い方
子どもどうしで、お金の貸し借りやおごったりおごられたりすることがあるようです。そ
うした中で、トラブルも起きています。お子さんが財布にいくら持ち歩いているかご存じで
すか。夏休みに入るにあたって、ぜひ「お金の大切さや使い方」についてご指導ください。
お金の貸し借りはしない。おごったり、おごられたりしない。必要以上持ち歩かない。
〇水の事故を起こさない
子どもだけで、川に入らないよう、重ねてご指導ください。地域の皆様には、そんな姿を
見かけられましたら、遠慮なしに声をかけてやってください。お願いします。

「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

親育ち

多治見市教育委員会

『子どもの自立をめざして～人の役に立つことの喜びを味わわせる～』
「子どもへの言葉がけ」子どもの自立にとってとても大切です。今年度の岐阜県ＰＴＡ連合会定期
大会の講師：菅原裕子氏の「子どもの心のコーチング」でのお話では、子どもが自立するには①愛す
ること、②責任(反応する能力＝問題解決能力)、③人の役に立つこと・・が大切であるということです。
その③について、子どもがお手伝いなどをした時に「あなたメッセージ」ではなくて「私メッセー
ジ」の言葉がけが大切である。
「えらいね。すごいね。
」ではなくて「ありがとう。うれしいよ。とっ
ても助かったよ。
」という言葉がけが、自分は人の役に立ててうれしいという気もちを育てていくとい
うのです。そんな言葉がけにより「自分が人の役に立っているという喜び」を体感させることが、将
来の自立に向かう大切な心を培うことにもつながるのですね。

７・８月の行事予定
日にち

学

校

行

事

ＰＴＡ関係

7/19

土

２０

日

２１

月

夏休み開始(8/26 まで) 海の日

２２

火

サマースクール(午前) 水泳教室(午前)

２３

水

サマースクール(午前) 水泳教室(午前)

プールの開設について

２４

木

プール開放(午前)

２５

金

プール開放(午前)

２６

土

２７

日

２８

月

プール開放(午前)

登校時間
９：００～９：１０
プールの時間 ９：３０～１０：３０
※中止の場合は、８：１５に決定して、その
後にメールで配信します。
※プールカードを忘れた、カードに未記入が
ある、水泳帽子を忘れた場合はプールには
入れません。

２９

火

プール開放(午前)

３０

水

プール開放(午前)

３１

木

プール開放(午前)

8/１

金

プール開放(午前)

２

土

３

日

４

月

プール開放(午前)

５

火

プール開放(午前)

６

水

プール開放(午前)

７

木

プール開放(午前) *プール納め

８

金

１８

月

２５

月

２６

火

夏休み最終日

２７

水

授業開始 ４時間授業･下校 14:00 宝物展

２８

木

４時間授業･下校 14:00 宝物展

２９

金

４時間授業･下校 14:00

３０

土

３１

日

母親委･デイキャンプ

「わたしの主張 2014 多治見市大会」
共栄小代表の発表が、
・FMPiPi で８月１４日 9:00～9:30 に放送されます。
(16:00～16:30 再放送)
･おりべネットワークで、８月２日～８日の間、毎日
19:00～21:00 に放送されます。(出場者全員)

母親委･親子絵付け体験

全校登校日

〔８月１８日・全校登校日の日程〕
※ 通常通り登校します。
8:15～ 8:25 朝の会
8:30～ 9:45 学級活動
10:00 集団下校
※ 夏休みの宿題･作品等を提出します。
※ ランドセルで登校します。

〔９月の主な予定〕
３日 ＰＴＡ本部会
４日 地区委員会
６・７日 市科学作品展
８日 テント設置作業
２７日 運動会
２９日 振替休業日
３０日 お弁当の日

