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もうすぐ冬休み！！（お正月休み）です。 

                      校長 

「寒いから冬休みがある」のではなく，お正月を迎えるから冬休みがある

のですね。『盆と正月』と言う言葉があるように，昔から日本人にとって盆

と正月は大切で重要な行事だったのです。 

しかし，近頃の正月は「家族が全員揃って，ゆっくり過ごす」ということ

が少なくなってきているようです。ご家族の皆さんの中にも，正月もお仕事

をされる方もいらっしゃることと思います。 

ご家族で団欒を楽しむことができるのであれば，家族揃ってお正月を楽しんでいただきたいと

思います。お正月らしいこと，例えば，百人一首でも羽根つきでも，或いはトランプでもゲーム

でも，たとえ少しでも普段とは違うお正月らしい雰囲気をつくっていた

だけたらありがたく思います。それが無理な場合でも，子どもたちには

お正月を大切に過ごしてもらいたいと思います。特に，高学年の子ども

たちには，お正月の意味を考えたり聞いたりしてほしいものです。 

また，年末年始は，大人は大変に慌ただしい時でもありますので，ぜ

ひ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，家庭の仕事を受けもたせ，家族ぐるみで協力して過ごす冬休みに

していただきたいと思います。 

一年の計は元旦にありと言います。平成２８年をどのような年にしたいの

か，どんなことを頑張るのか，どんな自分になりたいのか，めあてや頑張ること

をはっきりさせたいものです。「今年はこれを・・・」というものをもって元旦

を迎え，自分自身を大きく成長させる年にさせたいと思います。そして，子ども

たちとともに私たち大人ももっともっと成長したいと考えています。 

冬休みだからといって，体と頭を怠けさせてしまわないように，早めに準備を

始めさせてください。冬休みは，短いけれど，生活のリズムを崩しやすい休みです。年末年始は

各ご家庭で様々にご多用のことと思います。ですから，正月が終わったら，できるだけ早く学校

に通う生活リズムに戻すように努めてください。学校に行くようになってからつらい思いをする

のは子ども自身です。また，生活リズムの崩れから不登校になってしまうことも少なくありませ

ん。こういう時こそ，大人（保護者・家族）のご指導とご支援をお願いします。 

健康で安全な冬休みにするために，交通安全や危険な遊び等について，ご家庭でも，今一度お

子さんと冬休みの生活について話し合っていただきたいと思います。学校から配付してあります

「平成２7年度 冬休みのくらし」やこの学校報に掲載した「冬休みを有意義に過ごすために」

をご家庭でよく読んでくださり，保護者の皆様にもご理解のうえ，お子様のご指導をよろしくお

願いします。 

 

国語の学習から 
またまた，６年生児童の作文

が岐阜新聞に掲載されていましたので紹介します。一つの学年の児童の中からこのように大勢の

作文が掲載されるのは珍しいのではないでしょうか。内容をよく考え，構成や表現を工夫してし

っかりした意見文を書くことができたからですね。 

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 

１0 月 30 日 「緑を増やす活動をしたい」 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 「地震発生後に火災発生」、特に今回は「放送機器が使えない」「どこで火災が発生するかわからない」「ど

んな方法で情報や指示が伝わってくるかわからない」という設定で行いました。実際の訓練の様子は、話し声が

なくきびきびとした行動で、緊張感をもって速やかに避難を完了することができました。これまで５分間前後だ

った所要時間も、４分間少々と大幅に短縮。訓練としてはとてもよくできたと思います。ただし、本当の災害時

に「自分の命を守る」ためには、児童はもちろん教職員も、どんな状況でも対応する情報収集力、判断力、行動

力を付けて、鍛えていくことが必要です。今後も、実践的な訓練となるよう方法を工夫するとともに、ふだんの

学校生活の中でも「話を聞く」「自分で考えて行動する」ことを大切に指導していきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大縄大会（１１月２７日）  短縄の練習開始（１２月１７日～） 

 学級ごとに練習を

重ねて臨んだ大縄大

会。自分たちで立て

ためあてや目標に向

かって協力する、努

力する姿がたくさん

見られました。 
大縄大会 次は、短縄の練習です。 

親育ち                     多治見市教育委員会 

『子どもが「自分で決めて行える」こと』 
  
子どもに、特につけていく必要がある力の１つとして「めあてをもって自分から動くことができる」

力があります。子どもは、いずれは社会人・地域人として一人立ちすることになります。その時に、

自分で困難を乗り越えたり、人と助け合って取り組んだりする力が求められます。 

それらの力の素地を育む場は、子どもの今の生活の中にも、あるのではないでしょうか。朝、自分

で起きることに始まり、身の回りの整理整頓、掃除やお手伝いなど、子どもが家庭で今「自分で決め

て行っている」ことは、どんなことがあるか考えてみてください。 

年末・年始をよい機会として、子どもが今「自分で考えて行える」ことを家庭で一緒に話し合い、

安全に気をつけながら、できることやできそうなことから始めさせてみましょう。そして、その行い

を「自分でできたね。」「助かったよ。」と認めていきましょう。 

宮嶋先生道徳授業（１２月１０日） 分団長会（１２月１０日） 

大きななかよしタイム（１２月１６日） 

命を守る訓練（１２月２１日） 

 生活委員とボランティア委員の児童が、１１月の終わりご
ろから、休み時間などを使って企画し、準備を進め、当日の
運営を行いました。１年生から６年生までが楽しめる内容を
考え、使う物を作り、さらには会場の配置や説明の仕方まで、
あらゆることを考えました。みんなのために仕事をする委員
の皆さんの表情は、とても生き生きとしていました。 
 班長さんや６年生の子たちが、なかよし班をうまくまとめ
て委員の子に協力して、みんなで楽しむ雰囲気をつくってい
ました。自分たちの手で楽しい行事を創りあげることができ
ました。 

 ６年生の児童に、マ

ジックなどユーモア

を交えながら、人とし

て大切にしたい生き

方についてお話をし

ていただきました。 

 分団長と副分団長で分

団登校の様子を振り返り

ました。課題を明らかに

することで、登下校の安

全リーダーとしての役割

を確認しました。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「冬休みを有意義に過ごすために」…生徒指導より 
 

〇交通安全について…命を守る 
 自転車の安全な乗り方やヘルメットを必ず着用すること、キックボード・ローラーブ
レイド等の遊具を公道で使用しないことなど、交通事故から大切な子どもを守るよう、
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…ルールと見届け 
 インターネットや情報機器等については、便利な反面、様々なトラブルに巻き込まれ
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…指導のチャンス 

特に年始には、お年玉をもらい子どもでも大金をもつことがあります。お子さんがど
れだけお金を所持しているか、保護者として知っていることは大切です。もらったお金
を自由に使わせるばかりでなく、ぜひ「お金の大切さや計画的な使い方」についてご指
導ください。 
 

○東濃地区児童･生徒への指導基準より…非行やトラブルを未然に防ぐ 
 お正月気分という言葉があるように、気が緩みがちになる時期です。東濃地区の小中
高生徒指導連絡協議会とＰＴＡでは、児童･生徒の健全育成という観点から、下記の基
準で指導しています。(リーフレットを４月に配布していますが、再確認のため小学校
についての一部を抜粋しました。) ご家庭でのご指導をよろしくお願いします。 
 

ゲームセンター 禁止 

ゲームコーナー（各種店舗、ボウリング場等遊戯施設に併設されたものを含む） 保護者同伴 

映画館、ボウリング場、バッティングセンターなど 保護者同伴 

カラオケボックス 保護者同伴 

酒類を提供する飲食店・喫茶店 保護者同伴 

登山、スキー、キャンプ、海水浴、川遊泳 成人責任者同伴 

夜間外出 午後９時以降の外出は禁止 保護者同伴なら可 

スマートフォン等のネット機器の使用･所持 使用させる場合はフィルタリングをしたもの 家庭でルールを作成 

 

【冬休み期間中の学校への連絡について】 

□ １２月２８日（月）と１月４日（月）～７日（木）は、日直の職員が勤務します。 

 何かありましたら、学校にご連絡ください。 

 共栄小 ０５７２－２２－０８３３ 

 

□ １２月２９日（火）～１月３日（日）は、学校に職員はおりません。 

万が一、大きなけがや病気、事故等の緊急の連絡がありましたら、次の電話番号にご連絡ください。 

   ０９０－３４２１－０８３３ 



１月の行事予定            SSW…スクールソーシャルワーカー勤務日  
日にち 学 校 行 事 ＰＴＡ関係 

 １ 金 元日   

 ２ 土          

 ３ 日   

 ４ 月         冬休み  

 ５ 火   

 ６ 水      

 ７ 木   

 ８ 金 授業開始 全校集会･学級活動(１校時)  ５時間授業 下校15:15  

 ９ 土   

１０ 日   

１１ 月 成人の日  

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

１３ 水 県学習状況調査(４･５年) 身体測定(１･２年) 集団下校 15:15 本部会 

１４ 木 身体測定(５･６年) SSW  

１５ 金 身体測定(３･４年) 租税教室(６年) 交通指導 挨拶活動 

１６ 土   

１７ 日   

１８ 月 ＡＬＴ訪問  

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

２０ 水 集団下校 15:15  

２１ 木 SSW  

２２ 金   

２３ 土   

２４ 日   

２５ 月 中学校説明会(６年生の保護者)  

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

２７ 水 集団下校 15:15  

２８ 木 SSW  

２９ 金 市教研のため 3 時間授業(給食あり) 集団下校 13:15  

３０ 土 土と版画展(文化会館)  

３１ 日                                   

〔２月の主な予定〕 

 ２日 委員会 

７日 ＰＴＡ資源回収 

９日 クラブ(３年生見学) 

１０日 授業参観・懇談会(４･５･６年･すみれ) 

１２日 授業参観・懇談会(１･２･３年･ひばり) 

１２日 学校評議員会 

 

１５日 ＰＴＡ交通当番 

１６日 ６年生ミニバイキング給食 委員会 

１８日 入学説明会(新年度入学児保護者) 

２３日 クラブ(３年生見学) 

２５日 給食感謝の会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１月２5 日 学校徴収金の口座引き落とし日です。 
*年度末を控え、教材等の支払いをすべて済ませ、学年の会計を締
めます。未納があると学年の支払いができません。残高不足により
引落不能とならないように、ご確認をお願いします。また、すでに
未納分がある方は、早急に納入をお願いします。 


