
           多治見市立共栄小学校 H27.5.29. 

                                                            

言葉遣いは，心遣い           校長   

 大口を一斉にあけ燕の子   長嶺勇 

５月から７月にかけて，木々が新芽を吹き若葉が輝き，さらにそ

の緑が深まります。自然の美しさと生命力に満ちた姿に感動します。

本校も周囲を緑に囲まれています。校舎には，毎年燕が巣を作り，

子育てをします。親燕は卵を産んで，自分は飲まず食わずで卵を温めます。卵が孵ると子どもの

口にせっせと餌を運びます。休む間もなく餌を運び続けます。「子育ての鑑なるかな親燕（森

島緋紗江）」という句を見付けました。燕の親鳥の姿にはそう思わせるものがあります。 

 

 学校では，「さわやか挨拶」「聞き方話し方名人」「いきいき運動」を３本柱と言って子どもたち

に指導しています。委員会の子どもたちの活躍もあり，毎朝元気で大きな「おはようございます」

の声が響いています。自分から挨拶できる子どもが増えてきています。とても嬉しいことです。

「さわやか挨拶」はただ単におはよう，さようならなどの挨拶言葉だけを言うのではなく，もっ

と幅広くよりよい人間関係づくりに必要な言葉も含めて考えています。「ハピポカ言葉」もそうで

す。言われた人も言った本人もハッピーで心がポカポカ温まるような言葉です。 

挨拶言葉はよくなってきましたが，子どもたちの言葉遣いは，まだ少々残念です。 

「はい」の返事，「ありがとうございます」という感謝の言葉，「ごめんなさい」という謝罪の言葉がすぐ

に素直に言えない子どもたちがいます。返事をしないで首を振るだけの子どもがいます。返事が

ないと，理解されているのか，そうでないのか分かりません。友達や先生に何かしてもらっても

お礼が言えません。ありがたいとか嬉しいという気持ちはあるのでしょうが，言葉に出して表現

できません。口に出して言うことが大切です。一番いけないのは，自分の非を認めず，謝らない

ことです。自分の過ちや非を認められず，他の人のせいことは大変残念なことです。 

返事がなければ話が進まないのでコミュニケーションは深まらず，感謝や謝罪の気持ちと言葉

がなければ，よりよい人間関係は築けません。子どもたちが今後大きく成長するに従ってより必

要になる自立する力や人間関係を築く力が育ちません。子どもたちにとっては重要な問題です。 

学校では，学習における基礎基本の力を身に付けられるようにするとともに，自立して生きて

いける基礎の力をつけ，かつ，周りにいる人たちとよりよい人間関係を作り上げていく力を育て

ようと努めています。小学校は，基礎の基礎だと考えています。ですから，当たり前に返事がで

き，自分に非があれば当然こととして謝罪し，自然に人に感謝

できるようにと日々指導しています。こうした指導にご理解い

ただき，学校と同様にご家庭でもお子さんにご指導願います。  

家庭と学校とが車の両輪としての機能を発揮すれば，子ども

たちへの影響力は高まります。子どもたちのために，一緒に頑

張りましょう。よろしくお願いします。 

 
 

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 

仲間とともに学習 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

観劇会（１３日） 

保育園交流（５年生・１８日） 

なかよし班スタート（２６日） 

親育ち                     多治見市教育委員会 

『群れて遊ぶことの大切さ』 
  

子どもは、親（家族）から「大切な存在」として認められていることを実感することなどで、

人への信頼感を学びます。その後、子どもが親（家族）から離れても安心だという思いをもちな

がら、他の子どもたちと「群れて遊ぶ」大切な時期がきます。そして、役割を決めて群れて遊ぶ

ことなどを通して、自分以外の人の気持ちを考えることができるようになってくるようです。 

「群れて遊ぶ」ことが必要な時期は、成長段階やその子その子によって異なりますが、ゲーム

やインターネットにつながる機器中心の遊びが心配される中、一度子どもの遊び方を見直してみ

ましょう。 

ガサガサ探検（３年生・２１日 ４年生・２６日） 

代表者が影絵を体験 

１～３年･長靴をはいた猫 

４～６年･宝島 

 劇団かかし座
による影絵を交
えた劇のたくみ
な演出に引き付
けられていまし
た。 

 今年も５年生が、年間を通して共
栄保育園と交流活動を行います。第
１回目は、サツマイモの苗植えとレ
クリエーションです。園児のことを
考えて、やさしく、わかりやすく接
するように頑張っていました。 

 土岐川観察館の方の指導を受
けて、３年生、４年生がそれぞ
れ第１回目のガサガサ探検を行
いました。天候にも恵まれ、た
もをガサガサさせながら、川に
すむ生き物をたくさん発見でき
たようです。これからも継続し
て行います。 ３年 

４年 

 ６年生を中心に１年間活
動するなかよし班がスター
ト。朝活動で顔合わせ会を
行いました。１年生にとっ
ては初めての活動ですが、
リーダーにとってもデビュ
ーの日でした。 

自己紹介の後は、早速、み
んなで王様じゃんけん。 

１年生は、５･６年生に教室
まで送ってもらいました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ＰＴＡ地区委員会】 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  

  毎毎月月１１回回、、交交通通指指導導をを実実施施ししてていいたただだいいてていいまますす。。本本部部役役員員のの皆皆様様ににももごご協協力力いいたただだきき、、児児

童童のの登登校校のの様様子子をを見見守守りり、、地地域域のの交交通通安安全全のの状状況況ににつついいてて報報告告いいたただだいいてておおりりまますす。。  
((５５月月１１５５日日ののごご報報告告よよりり))  

「挨拶してくれる子かが多かった。分団で登校しているとは思いますが、列が離れていたり、忘れ物をし

て遅れたのか、２人、３人とゆっくりと後から歩いてくる子もいた。初めの分団が出発してから、最後の

分団が来るまで１５分ほど差がありました。」 

「・・・交通量の多い道なのに歩道がないのでたいへん危険だと思いました。(高田 11丁目下県道口)」 

「登校の時間帯、グリンビューに出入りする車の数が思っていた以上に多くて、横断の時の注意がより必

要だと感じました。いつも、ついて下さる地域の方々に感謝です。」 
 

※安全パトロール共栄の皆様には、毎日、登下校時に児童を見守っていただいております。あ

りがとうございます。これからもよろしくお願いします。 

※地区委員会では、６月に通学路ならび地域の危険箇所の点検を行います。結果を教育委員会

や道路河川課等に報告して、対策案を検討していただく予定です。 

おお知知ららせせ    
◎引き取り訓練を実施します。…６月４日(木) 
   詳しくは、５月初めにお子さんを通して配布した案内文書でご確認ください。

万が一、訓練実施日以前に引き取りが必要になった場合についても、案内文書の
要領で行います。 

 
◎共栄地区･わたしの主張 2015…６月６日(土) 
          13:00～ 小名田公会堂 
   共栄地区の共栄小(６年生)と陶都中の代表が「わたしの主張」を発表します。 

   [６年生代表]  箕浦叶人さん 仲根葵さん 竹内優月さん 山下達也さん 

   [司 会 者]  山﨑楓美野さん 

 

◎保育園･学校の工事について 

［共栄保育園の耐震補強工事］ 

・第Ⅰ期(６月～８月)東側の園舎 第Ⅱ期(９月～１１月)北側の遊戯室 
 第Ⅲ期(１２月～２月)西側の園舎 

・作業現場を完全に囲い、工事関係車両の通行を管理することで、児童の安全確保
を徹底することを請負業者と確認しております。また、毎週、作業工程表の確認
を行う他、随時業者と連絡を取り、学校の教育活動に極力支障が出ないように進
めてもらいます。 

・作業で出る騒音について、特に現場に近いプレハブ校舎では、多少の影響は避け
られません。大きな音の出る作業は、学校の休日に行っていただくようにします
が、作業に伴う騒音がでることについてご理解ください。 

・運動場南側の防災倉庫がある場所付近(フェンスの外)に、作業事務所が設置され
ますのでご承知おきください。 

 

［体育館・家庭科室・プレハブ教室(図工室･少人数教室)の改修工事］ 

・夏休み期間中に実施します。 

・体育館については、床面コーティングの塗り替えを行います。家庭科室とプレハ
ブ教室については、床の張り替えを行います。 

・通常、体育館と家庭科室については、学校休業日･夜間に学校開放を実施してい
ますが、今年の夏休み期間中は実施できません。 



６月の行事予定  
日にち 学 校 行 事 ＰＴＡ関係 

 １ 月 プール掃除(４･５･６年) ＡＬＴ訪問  

 ２ 火 プール掃除(予備日)  ＡＬＴ訪問 クラブ 下校(1年)14:30(2･3年)15:15(4～6年)16:00  

 ３ 水 水道出前授業(４年)  下校 15:15(集団下校) 本部会 

 ４ 木 引き取り訓練(午後) 血液検査(５年)  スクールソーシャルワーカー勤務日  

 ５ 金 プール開き(各学年) 検尿(２次) あいさつ活動 

 ６ 土 共栄校区わたしの主張2015(13:00小名田公会堂)  

 ７ 日   

 ８ 月   

 ９ 火 委員会 下校(1 年)14:30(2～4 年)15:15(5･6 年)16:00  

１０ 水 授業参観･学級懇談会(５･６年･支援) 学校評議員会 下校 15:15(集団下校)  

１１ 木 授業参観･学級懇談会(３･４年)   スクールソーシャルワーカー勤務日 県ＰＴＡ定期大会 

１２ 金 授業参観･学級懇談会(１･２年) ５年生･宿泊研修   ＡＬＴ訪問  

１３ 土   

１４ 日   

１５ 月 ５年生･振替休業日 ４年生･砂防教室          図書館祭り(6/29 まで)  

１６ 火 クラブ 下校(1年)14:30(2･3年)15:15(4～6年)16:00  ６年生･クラブ写真 交通指導 

１７ 水 下校 15:15(集団下校)  

１８ 木 ６年生･修学旅行 スクールソーシャルワーカー勤務日  

１９ 金   

２０ 土   

２１ 日   

２２ 月   

２３ 火 ３年生･ガサガサ探検 ６年生･アルバム写真 体重測定(1･2 年) 委員会 下校(1 年)14:30(2～4 年)15:15(5･6年)16:00 

２４ 水 ４年生･ガサガサ探検 体重測定(５･６年)  

２５ 木 市教研のため 3 時間授業 13:15(集団下校) 体重測定(５･６年) スクールソーシャルワーカー勤務日  

２６ 金 命を守る訓練(不審者対応･全学年)  

２７ 土 多治見市わたしの主張 2015(文化会館 13:30)  

２８ 日   

２９ 月                           大掃除週間(7/3 まで)  

３０ 火 クラブ 下校(1年)14:30(2･3年)15:15(4～6年)16:00  

〔７月の主な予定〕 

１日 挨拶で絆の日 PTA 本部会 

   音楽アウトリーチ(４年) 

２日 全校研究会 ５時間授業 

３日 歯科巡回指導(５･６年)   

６日 家庭学習強化週間(7/13 まで) 

   個別懇談会(7/9 日まで) 

   ３時間授業･給食あり(7/9 日まで) 

１０日 着衣泳教室(５･６年)  

    親子行事(４年) 

１４日 全校研究会 ５時間授業 

１５日 分団会 歯科巡回指導(１･２年) 

    ＰＴＡ交通指導 

１７日 夏休み前最終登校日 ５時間授業 

１８日 ＰＴＡ母親委員会・科学実験教室(希望者) 

２０日 海の日 

２１日 夏休み(8/26 まで) 

２１･２２日 サマースクール(５･６年)･水泳教室(４年) 

２５日 ＰＴＡ母親委員会主催・食品サンプル体験教室(希望者) 

*体育館･家庭科室･プレハブ教室改修工事(夏休み期間中) 

２５日は、学校徴収金の口座引き落とし日です。 



 


