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ゆっくり着実に成長を続ける共栄っ子        校長  

 ２８日の日曜日の夕方、土の上をゆっくり歩いている蝉の幼虫を見

付けました。羽化するために、土の中から出てきて適当な木を探して

歩いていたのでしょう。何十年も見たことがなかったので，驚きとと

もに感動し，嬉しくなって家人を呼び写真を撮りました。 

 寒い日で，風が強く吹いていました。こんなに寒い日に，しかもこ

んなに早く羽化してしまってよいものかと心配になりました。しかし，

この蝉も自然の掟の中で精一杯生き，自らの成長のために一歩一歩なすべ

きことを命がけで行っているのだと感じました。 

 

毎月 1回，ＰＴＡ活動の一つとして，ＰＴＡ本部役員さんたちが生活委員会の子どもたちと一

緒になって，登校する子どもたちを出迎える「あいさつ運動」をしてくださっています。子ども

たちは迎える方も迎えられる方も大きな声で挨拶し，いつも以上に元気で大きな「おはようござ

います」の声が響いています。挨拶は大きく元気な声でできる子どもがほとんどです。学級や分

団の仲間と一緒だと，特に大きな声で挨拶できます。１年生は，声をそろえて笑顔で元気に挨拶

してくれます。気持ちのよい爽やかな気分で嬉しくなります。高学年の子どもたちの挨拶の声が

大きくなってきています。低学年の子どもたちも，高学年の子どもたちに負けない大きく元気な

声で挨拶できます。普段から自然に挨拶できる子どもたちが増えてきています。「さわやか挨拶」

が当然のこととしてできるようになってきています。子どもたちは日々成長を続けています。 

なお，今年も「挨拶で絆の日」運動の第１回が，明日 7月１日に行われます。ぜひ，子どもた

ちや近隣の方に爽やかな挨拶をよろしくお願いします。 

 

 本校では、６月に５年生の宿泊研修と６年生の修学旅行を実施しました。どちらも天候に恵ま

れ、計画通り活動をすべて行うことができました。 

５年生の宿泊研修は、野外活動を中心に、山の中のコースをグループの仲間と歩くウォークラ

リーや飯盒炊爨(はんごうすいさん)でのカレーライス作り，そして，夜はキャンプファイヤーなどを

しました。活動を通して仲間の立場や気持ちを推し量り，心を一つにしていく姿，辛くても励ま

し合い助け合って乗り切っていこうとする姿に，５年生が成長していることを感じました。 

６年生は修学旅行で、本校の最高学年らしいすばらしい姿をたくさん示すことができました。

素早くさっと行動する姿。仲間と声を掛け合って活動する姿。班長さん

がきちんと指示し、その指示に従って集団として行動・活動する姿。集

団行動だけでなく学習面でも、学校で精一杯取り組んできたことや準備

してきたことが生かされました。さらに、修学旅行を通して、その力を

伸ばすことができていました。 

全ての子どもたちは，学習や生活の場でそれぞれに努力し，個人とし

ても学年・学級としても成長し続けています。今後の活躍をますます楽

しみにしています。 

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 

蝉の幼虫です 

興福寺にて 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

４年生・水道出前授業（３日）砂防教室（１５日） 

わたしの主張（共栄校区大会６日・市大会２７日） 

修学旅行（６年生・１８～１９日） 奈良・京都 

親育ち                     多治見市教育委員会 

『聞き上手』 
  
子どもの話に、よく耳をかたむけていますか。 

子どもには、学校での出来事などをさかんに聞いてほしいと思う時期があります。この時期は、
特によく話を聞くことが大切です。心がけたいのは笑顔で相槌をうちながら、まず「聞く」こと
です。忙しくて聞けない時は「あとで聞くから待ってね」と笑顔で話して、あとで必ず聞く時間
をつくることが大切です。 

子どもは成長するにつれて、気持ちをつかみにくくなる時期もあります。そんな時も、無理に
聞き出そうとするのではなく、時にふれて「いつでも聞くよ」というサインを伝えておきましょ
う。この機会に、子どもが困った時などに話したいと思える「聞き上手」な親（家族）であるか
を見直してみましょう。 

宿泊研修（５年生・１２～１３日） 愛知県旭高原少年自然の家 

 県東部広域水道事務所の水道出
前授業と、多治見砂防国道事務所
の砂防教室を行っていただきまし
た。どちらも水に関わる内容です。
水を浄水する方法、砂防ダムの重
要性について実験や体験を通して
学習することができました。 

 共栄校区大会は、小名田公会堂で
行われ、６年生の代表４名の児童
が、自分の将来や家庭生活、社会の
出来事などについて、堂々と自分の
考えを発表することができました。
また、校区代表として選ばれた  
さんは、市大会に参加し、見事優秀
賞を獲得しました。 

 出発時にはかなりの雨が降ってい
て心配しましたが、現地についた頃
に天候は回復し、予定通り活動する
ことができました。野外炊飯のカレ
ーライスは、どの班もおいしくでき
たようです。冬用毛布の片付けのお
手伝いをした様子が、自然の家のＨ
Ｐの「所長の自然の家だより」に紹
介されています。 

 修学旅行も雨の心配をして出発しました
が、現地では傘を使うことはほとんどなく見
学することができました。きっと多くのこと
がよい思い出となったと思います。また、事
前に「チャイム席」などの取り組みを行い、
付けた力を修学旅行で発揮して活動を充実
させました。今後もさらに力を付けていくこ
とを期待しています。 



引き取り訓練・・・ご協力いただきありがとうございました。 
 昨年、今年と少しずつ改善を図りながら、訓練を実施してきました。回を重ねるごとに、

学校周辺や運動場の自動車の動線、教室での引き取りがスムーズになり、方法が定着してき

たように思います。気象警報の場合は最悪の天候であることや、訓練のように準備された状

態ではないことを想定してください。実際の引き取りにおいては、今回の方法に従い、何よ

り安全に留意して行動していただくようお願いします。 

 振り返りのアンケートにもご協力いただきありがとうございました。「１ 自動車の動線に

ついて」「２ 駐車場について」「３ 教室での引き取り方」の各設問とも、９９％以上の方が

「おおむねよい」と回答されました。また、「改善策」と「４ その他」にはいくつかのご意

見をいただきました。一部を紹介させていただきます。 

 ・実際には大雨で見通しが悪いと予想されるので、運動場で歩行者と車が接触しないか不安に感じ

た。車が一方通行なら、歩行者にも動線があった方がよい。 

 ・児童が靴をとりに行くのが危険だと思う。緊急時には靴を各自持って教室で待っているとよい。 

 ・駐車場の入口に看板を立てておけば、誘導が立たなくてもよくて、わかりやすいのでは。 

 ・地震を想定した場合は、校庭での引き取りになると思うが、その場合の訓練もあるとよい。特に

駐車スペースが変わるのでは。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ＰＴＡ地区委員会】  

通通学学路路のの危危険険箇箇所所のの点点検検をを行行いいままししたた。。 
 

  ((報報告告さされれたた地地点点のの紹紹介介))……次次号号にに地地図図とと内内容容をを掲掲載載ししまますす。。 

 ・小名田町２丁目の小名田公会堂前から旧道に入る道(付近) 

 ・高田町内の旧道 東信からの道との変則交差点 共栄小への登り口付近 

 ・東信前の点滅信号          ・高田町１丁目 共栄小登り口から保育園までの坂道 

 ・高田公民館から高田神社前の細い道  ・高田公民館付近から高田町７丁目付近までの細い道 

 ・小名田町３丁目付近の墓地下の道   ・小名田町６丁目 グリンビュー入り口 

 ・東山団地入口から共栄公園までの歩道 ・東栄町 県道３８５線の側道 

 ・若葉台から降りる階段 

※安全パトロール共栄の   様も、ふだんの活動されている高田･小名田方面を中心に危険箇

所について報告書を作成し、教育委員会に提出されました。 

※報告された箇所については、その内容に応じて教育委員会や道路河川課等に報告し、関係諸

機関と共に対策案を検討していただく予定です。すでに対策済、あるいは、その他の理由に

よって、改善が難しい場合もあります。 

募集中 『親子で防災教室』  
市Ｐ連母親委員会主催行事 

日 時 ： ８月６日(木)９時～１２時   

場 所 ： 池田小学校 

内 容 ： 救命救急講習(AED等) 煙体験 消火体験  

防災用簡易トイレ組み立て体験 炊き出し体験 

※詳細については、参加者に連絡します。 

募集人員： 市内各学校で親子３組まで  

※多数の場合は抽選で決定します。 

※ご希望の方は、お子さんを通して、または電話

で教頭までお知らせください。 

授業参観・懇談会 
６月 10･11･12 日 

ご来校ありがとうございました。 



７月の行事予定  
日にち 学 校 行 事 ＰＴＡ関係 

 １ 水 挨拶で絆の日(市内一斉) 音楽アウトリーチ(４年)  下校 15:15(集団下校) 本部会･挨拶活動 

 ２ 木 研究会のため５時間授業 下校15:15(集団下校) スクールソーシャルワーカー勤務日  

 ３ 金 安全パトロール共栄･紹介の会 歯科巡回指導(４･５･６年)  

 ４ 土   

 ５ 日   

 ６ 月 個別懇談・3時間授業(給食あり) 下校13:15(集団下校)     家庭学習強化週間  

 ７ 火   

 ８ 水   

 ９ 木       スクールソーシャルワーカー勤務日  

１０ 金 着衣泳学習(５･６年)  ＡＬＴ訪問  

１１ 土   

１２ 日   

１３ 月 ＡＬＴ訪問 親子行事(４年) 親子行事(４年) 

１４ 火 研究会のため５時間授業 下校15:15(学年下校)  

１５ 水 分団会 歯科巡回指導(１･２･３年)  下校15:15(集団下校) 交通指導 

１６ 木 スクールソーシャルワーカー勤務日  

１７ 金 夏休み前最終登校日 全校集会 下校15:15(集団下校)  

１８ 土 体育館･家庭科室･図工室･少人数教室・床工事(8/26 迄) 母親委･親子体験 

１９ 日   

２０ 月 海の日  

２１ 火 サマースクール(５･６年希望者) 水泳教室(４年希望者) 夏休み開始(8/26 迄)  

２２ 水 サマースクール(５･６年希望者) 水泳教室(４年希望者)  

２３ 木 プール開放(午前)  

２４ 金 プール開放(午前)  

２５ 土  母親委･親子体験 

２６ 日   

２７ 月 プール開放(午前)  

２８ 火 プール開放(午前)  

２９ 水 プール開放(午前)  

３０ 木 プール開放(午前)  

３１ 金 プール開放(午前)  

〔８月の主な予定〕 

６日 プール収め 

２１日 全校登校日 

２６日 夏休み最終日 
２７日 授業開始 宝物展(～２８日) 

〔９月の主な予定〕 

 ２日 ＰＴＡ本部会 

 ３日 地区委員会 

 ４日 命を守る訓練 

 ５・６日 市科学作品展 

 ７日 テント設置作業 

１５日 ＰＴＡ交通指導 

１９日 運動会 

２４日 振替休業日  ２５日 お弁当の日 

今月は、２７日が学校徴収金の口座引き落とし日です。 



 


