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多治見市立共栄小学校
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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

そろ

そろ

「くつ」を揃える・「こころ」を揃える
校長

新年度がはじまり、１ヶ月、心地よい緊張感と共に
新年度への意欲あふれる姿がたくさん見られ、とても
幸せに思っています。とりわけ、全校の「靴箱」は、
３年生にはじまり、６年生が全校に投げかけ、写真の
ように１年生も意識できるようになってきました。素
晴らしいことです。平成２８年度の共栄小学校の「誇
り」につながる見事な変化だと感じています。

６年生

愛知県出身の教育者、森信三先生の「しつけの三原
則」というのを思い出しました。

「しつけの三原則」
1.朝のあいさつを自分からする
2.名前を呼ばれたら「はい」と返事する
3.席を立ったらイスをしまい、靴を脱いだら
揃える

１年生

これだけできれば一生の宝を手に入れることになると言って見えます。「しつけ」は「躾」
と書きます。人として大切な基礎基本を身につけることは美しい生き方につながるというこ
となのでしょう。私は、こんな期待もしています。靴箱が揃うと心が揃います。心が揃うと
気持ちがよくなります。たまに揃っていない人がいても気がついた仲間が揃えてあげます。
そこに「思いやり」や「ありがとう」の気持ちが行き交います。もっと温かな学校になりま
す。今、がんばっている元気な「あいさつ」をする姿。先生の投げかけに元気よく「はい」
とこたえる気持ちのよい姿。そして、広がりつつある「靴箱」の整頓。「すごいぞ共栄小学
校」そんな気持ちです。ぜひ、自分の家の玄関のくつも揃えて、美しい身だしなみ、そこか
ら生まれる美しい心を手に入れてほしいと思っています。
保護者の皆様、子どもたちは、こんな風に宝物を手に入れようとがんばっています。ご家
庭でもぜひ、励ましの声、賞賛の声をかけてあげてください。そして、ご家庭でも３つの実
践ができるようになれば、本物になっていくとも思います。

【お願い】
共栄小学校では、学校報や学年･学級通信等に、活動の様子など児童の写真を掲載しています。
また、学校報等をＨＰで閲覧できるようにしています。その際の写真については、活動の様子を
とらえた写真になるようにし、個人の顔が大きくアップになったり、名前と一致したりするもの
は控えています。写真の掲載について、ご理解いただくようお願いします。
なお、お子さんの写真掲載を控えてほしいというご家庭がありましたら、学校職員または教頭
までご連絡ください。

新学年がスタート

…

始業式・学級開き（７日）入学式（８日）

２～６年生は６日の始業式、１年生は７日の入学式を行い、今年度の学校生活をスタートさせ
ました。始業式では校長先生のお話に続いて、６年生の代表の児童が『６年生として意識するこ
と』と題して、最高学年としての願いを堂々と語ってくれました。
私は、全校に「頼もしい！」「さすが６年生！」と思われる最高学年になりたいです。そのた
めに気をつけることは、２つあります。
１つ目は、周りを見て行動することです。５年生のとき、私はクラスを見て呼びかけていまし
た。クラスでは、注意や呼びかけを進んですることを意識して行動していました。でも、今年か
らは最高学年です。クラスだけでなく、全校を見て行動していきたいです。具体的には学校の三
本柱の３つを意識して呼びかけていきたいです。
２つ目は、委員会活動です。委員会はこの学校をよりよくするため
に行っているものです。私たちの共栄小学校が、笑顔いっぱいで元気
にあいさつができる、外でしっかり運動できる、明るく楽しくよりよ
い学校になったら、みなさんも嬉しいと思います。そんな学
校になるように、いろいろな活動に積極的に参加していきた
いです。今年は、私たちが明るく楽しくよりよい学校にして
いく番です。しっかりと責任をもって動いていきたいです。
このように、私は６年生として、この２つのことを意識して
行動していきます。みなさんも１つ上の学年になったので、
自分が苦手だと思うことや、進んで良くしていきたいと思う
ことを目標にして、その目標に向かって頑張っていきましょ
う。
授業参観・ＰＴＡ総会（２３日）

学級づくりの日（２５日）

ご来校いただきありがとうございました。保
護者の方に参観していただき、児童はたいへん
張り切っていました。また、ＰＴＡ総会にも、
例年以上のご出席がありました。今後も、学校
の教育活動へのご支援、ＰＴＡ活動へのご参加
をよろしくお願いします。

今年は天候に恵まれて、どの学年も運動場や共
栄公園で活動することができました。一緒にお弁
当を食べて、学年によっては実行委員を中心に準
備したレクリエーションで、新しい学級の仲間と
楽しいひと時を過ごしました。

全校が早く下校する場合についての確認
全校が午前日課等で、通常よりも早く下校する場合が年間に何回かあります。例えば、
５月８～１０日は家庭訪問実施のため１３時１５分下校が続きます。
多治見市内の学校では、よりよい学習習慣を身に付けさせる指導の一環として、家庭
学習の時間の確保を大切にしています。本校では、このような場合１５時までは自宅で
学習などに取り組むよう指導をしています。
ご家庭でも、この原則でご指導いただきますようお願いします。

２９日からゴールデンウィーク７連休が始まります。５月６日(金)に１日登校した
後には、土日の連休があります。児童は、４月初めから、新しい環境で緊張感のある
生活を送ってきました。この連休には、いつもとはちがった生活のリズムで、体を休
めたり、家族と過ごしたりして、余裕のある生活ができることと思います。心身共に
十分に休んで、また、連休後の学校生活に備えてください。
楽しく充実した連休にしていただくよう、以下の点は特に配慮していただくようお
願いします。
・交通安全の確保…特に、自転車にのる場合のヘルメットの着用をお願いします。
・危険な場所へ近寄らない。
・スマホや携帯電話、インターネット、ゲーム機等の使用の見届け。
（思わぬトラブルや犯罪に巻き込まれてしまうことがあります。また、夜遅くまで起きて
いて生活のリズムを崩すといったことがないよう、見届けをお願いします。)

・児童どうしで物やお金のやりとりをしない。
自由な時間が多いのが連休中ですが、様々な危険や誘惑に出会う機会も多くなりま
す。保護者が、お子さんの生活をきちんと見届けていくことが大切です。（東濃地区
の生徒指導基準を参考にしてください。１年生には先日配布しました。２～６年生は
学習予定帳に掲載してあります。）
【連休中の学校への連絡について】
４月２９日～５日まで７連休ですが、学校もお休みで職員は勤務しておりません。
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

親育ち

多治見市教育委員会

『 親

育

ち

』

「親育ちコーナー」が始まって８年目となりました。
これは、多治見市が、≪親が育ち、親子の良好な関係を築く≫ことを目的として、平成２１年
度より始めた「親育ち４・３・６・３たじみプラン」の取り組みの一つです。この４・３・６・
３の４は、子どもがお腹の中にいる時から３歳までの４年間、３は３歳から６歳までの３年間、
６は小学生の６年間、３は中学生の３年間のことです。プランはそれぞれの成長段階に合わせて、
様々な組織の取り組みをつなげながら取り組んでいこうというものです。
親や家族が子どもの成長に合わせて、子どもと共に成長していくためには、親や家族同士がつな
がりをもちながら、お互いに学んだり、学校や地域活動などで経験したりすることはとても大切
です。この親育ち・子育ちコーナーも「親育ち」を考えるきっかけにしてください。これからも
よろしくお願いします。

５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
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行
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ＰＴＡ関係

１

日

２

月

振替休業日(4 月 23 日分)

３

火

憲法記念日

４

水

みどりの日

５

木

子どもの日

６

金

引き取り訓練

７

土

８

日

９

月

家庭訪問(3 日目) 3 時間授業(給食あり) 下校 13:15(集団下校)

１０

火

家庭訪問(4 日目) 3 時間授業(給食あり) 下校 13:15(集団下校) SSW

１１

水

観劇会 家庭訪問(5 日目) 3 時間授業(給食あり) 下校 13:15(集団下校)

１２

木

眼科検診(1～3 年)

１３

金

１４

土

１５

日

１６

月

ＡＬＴ訪問 SSW ハートフル週間(20 日まで) 保育園交流(5 年)スポーツテスト準備

１７

火

スポーツテスト(1･2 年)

１８

水

スポーツテスト(３･４年) 耳鼻科検診(3 年) 下校 15:15(集団下校)

１９

木

スポーツテスト(５･６年)

２０

金

内科検診(1･４年･ひばり) 検尿 SSW

２１

土

２２

日

２３

月

内科検診(2･5 年)

２４

火

ガサガサ探検(3 年･雨天時は 4 年で実施) クラブ 下校：(１年)14:30：(2･3 年)15:15：(4～6 年)16:00

２５

水

歯科検診(1～3 年･支)

２６

木

SSW

２７

金

交通安全教室(2･4･5･6 年)

２８

土

２９

日

３０

月

内科検診(3･6 年･すみれ) ＡＬＴ訪問

３１

火

プール掃除 ＡＬＴ訪問 委員会 下校(1 年)14:30(2～4 年)15:15(5･6 年)16:00

(14:00 より引き取り開始)

本部会

交通指導

委員会 ＡＬＴ訪問 下校(1 年)14:30(2～4 年)15:15(5･6 年)16:00
スポーツテスト実施
のため、運動場には
ラインが引いてあり
ます。

市Ｐ連総会・三校交流会

〔６月の主な予定〕
１日 交通安全教室(1･3 年)

PTA 本部会

１４日

砂防教室(４年)

１５日

ＰTA 交通指導

２日 歯科検診(4～6 年) 救急救命法講座(6 年)

１７～１８日

４日 共栄地区私の主張大会(6 年代表が参加)

２０日

５年･振替休業日

６日 プール開き

２２日

ガサガサ探検(３年)

７日 血液検査(５年)

２３～２４日

８日 授業参観･懇談会(5･6 年･支) 学校評議員会

２５日

多治見市私の主張大会(学校代表が参加)

９日 授業参観･懇談会(３･４年)

３０日

市教研のため３時間授業(給食あり)13:00 下校

１０日 授業参観･懇談会(１･２年)

県 PTA 大会

宿泊研修(５年)

修学旅行(６年)

(４年 1 組･研究授業：下校 15:00)

