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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

平和で民主的な学校をつくる人を育てる
校長

５月２７日、アメリカ合衆国のオバマ大統領が、戦後初めてアメリカの大統領として広島
を訪問したことが話題になっています。
「どうしてアメリカの大統領は、今まで広島に一度も来たことがなかったの？」
「大統領が広島に来るってそんなにすごいことなの？」

等々…

共栄小学校の子どもたちの中にもそんなことを保護者の
皆さんに聞いた子もいることと思います。そんな話を親子で
するって素晴らしいことだと思います。また、そんな質問が
できる子どもたちをたくさん育てたいなぁとニュースを見
ながら考えていました。子どもたちと一緒に、
「戦争とは？ 核兵器とは？

平和とは？」

と考えるとても良い機会になるのではないかと思います。
子どもがもつ素朴な疑問を正面から受け止めながら、一緒に
考えていくことは、子どもの成長にとってとても大切なこと
だと思っています。
教育の目的は、教育基本法に以下のように書かれています。
「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備
えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」

共栄小学校で言えば、平和で民主的な学校（学級）の一員と
して必要な、なかよく、かしこく、たくましい子に育てていく
ことです。国家間の問題と学校の問題を同じ土俵で話すことは
無理がありますが、そんな問題を考えることを通して、学校で
起こる子ども同士のトラブルでも、平和で民主的に解決し、よ
り良い関係を築こうとするかしこさを育てる大切な機会にな
ると思います。低学年は、低学年なりに。高学年は、より知的
に。興味や関心をもった時や子どもが疑問を投げかけてきた
時、家族で、是非話してみる機会にしてみてくださると良いと
思っています。平和で民主的な社会の一員に育てるために…。

観劇会 （11 日）
人形劇「ピノキオ」を見まし
た。サメの口が会場の後ろから
出てくる場面など、会場全体を
使った演出に歓声が上がってい
ました。

あいさつ週間 （9～13 日）
今年もＰＴＡ
本部会の役員さ
んと一緒に活動
しました。２年
生を中心にボラ
ンティアで参加
する子が増えて
きました。

振り返 りの会は生活委員 と
ＰＴＡ役員さんが合同で

保育園交流 （５年 16 日）
今年も、共栄保育園と交流活動
を行います。今回は、一緒に遊ん
で、サツマイモの苗植えました。
例年同じ活動をしていますが、５
年生の児童にとっては初めての
こと。園児のことを考えて優しく
接していました。

ガサガサ探検 （3 年 24 日･4 年 26 日）
３年生、４年生がそれぞれガサ
ガサ探検を行いました。今年も、
土岐川観察館の方の指導を受け
て、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。

交通安全教室 （2･4・5・6 年 27 日）
６年生は、大原自動車学
校にご協力いただき、自転
車通行のシミュレーショ
ン学習。事故の被害者にも
加害者にもならないよう
に、交通ルールを守って、
安全な運転を心がけてほ
しいと思います。

なかよし班 顔合わせ （24 日）

６年生に手を引かれて教
室に案内される１年生

自己紹介と簡
単なゲームだけ
でしたが、６年
生はしっかり準
備して進めまし
た。これからも
楽しい時間にし
ましょう。

引き取り訓練 ご協力ありがとうございました
皆様からご提出いただいた振り返りシートを集計すると、動線や引き取り方法の確認など
訓練としては目標を達成できていたと思われます。連休中でお休みの方が多かったためか、
昨年より１時間も早く終了することができました。ただし、実際の気象警報や東海地震注意
情報の場合は、最悪の天候であることや、交通が大混乱していることが予想されるため、訓
練のようにはいかないことを想定しています。ご記入いただいたご意見の中にもありました
が、学校周辺の道路は、近隣の方の生活道路であり、その他にも仕事の都合などで様々な車
が通行します。引き取りのために学校に集中する保護者の車による混乱を少しでも解消する
ために、保護者の皆様には動線に従って一方通行をお願いしていますが、すべての車を規制
することはできません。動線とは逆に進んでくる車もあるかもしれないと想定ことが必要か
と思います。学校では、引き取りに来られるまでお子様をお預かりしますので、安全に十分
留意してお越しください。
（学校配信メールへの登録が未だの方は、早急に登録をお願いしま
す。また、今後メールアドレスが変更になった場合には、再登録をお願いします。）

◎共栄地区･わたしの主張２０１６…６月４日(土)
13:00～ 小名田公会堂
共栄地区の共栄小(６年生４名)と陶都中の代表が「わたしの主張」を発表します。
６年生１名が、共栄小の代表の紹介者として昨夏します。
なお、４名の発表者のうち１名が、多治見市大会で発表をします。
６月２５日（土）13:00～ アザレアホール
◎授業参観･懇談会 ＊先日ご案内を配布しました。
◇期日・学年
６月 ８日（水）・５年生 ６年生 すみれ ひばり
６月 ９日（木）・３年生 ４年生
６月１０日（金）・１年生 ２年生
◇日程
１４：００～１４：４５授業参観 １４：４５～１４：５５ 帰りの会
１５：０５

学年下校

１５：１０～１６：００

懇談会

※日程は、授業参観・懇談会を実施した学年の日程です。その他の学年は通常通りです。
※上履きをご持参くださるようお願いいたします。
※駐車場は運動場です。１３：４０からお入りいただけます。
◎体育館の工事について
［体育館の照明設備等の耐震工事・２階ミーティング室等の改修工事］
・夏休み期間中の７／２３（土）～８／２７（土）に実施します。
・学校休業日･夜間に学校開放を実施していますが、工事期間中は実施できません。

親育ち
『

多治見市教育委員会

子どもに親（家族）の働く姿を伝える

』

近年、外でお勤めをされるご家庭が多くなり、子どもの身近に大人や親（家族）の働く姿を感じる
ことが少なくなっていると言われています。親（家族）の働く姿が、その子の将来の目標づくりや働
く意味を考えるのに、より強く影響するのではないでしょうか。
学校では、子どもに社会科の授業の中や、職業観や勤労観を育てるために、地域学習や職場体験な
どの学習をしています。
ぜひご家庭でも、子どもの長期休みなどを利用して、安全をしっかり配慮されながら、親（家族）
の職場を身近に感じる機会をつくられてはいかがでしょうか。また、ご家庭で親（家族）から仕事の
話を聞くだけでも、働くことの意味や人との関わり方の大切さを、子どもは感じるのではないでしょ
SSW…スクールソーシャルワーカー勤務日
うか。一度考えてみてください。

６月の行事予定

日にち

学

校

行

下校 15:15(集団下校)

事

ＰＴＡ関係

１

水

交通安全教室(1･3 年)

職員･救急救命講座

２

木

歯科検診(4･5･6 年) 6 年生･救急救命講座 SSW

３

金

検尿(2 次)

４

土

わたしの主張 2016･共栄校区大会(6 年代表者：小名田公会堂 13:00)

５

日

６

月

プール開き

７

火

血液検査(5 年) クラブ 下校：(１年)14:30：(2･3 年)15:15：(4～6 年)16:00

８

水

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

９

木

授業参観･学級懇談会(３･４年)

１０

金

授業参観･学級懇談会(１･２年)

１１

土

１２

日

１３

月

１４

火

砂防教室(4 年) 委員会 SSW 下校(1 年)14:30(2～4 年)15:15(5･6 年)16:00

１５

水

下校 15:15(集団下校)

１６

木

１７

金

１８

土

１９

日

２０

月

５年生･振替休業日 SSW

２１

火

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

２２

水

下校 15:15(集団下校)

２３

木

６年生･修学旅行

２４

金

SSW

２５

土

わたしの主張 2016･多治見市大会(共栄小代表者：アザレアホール 13:00)

２６

日

２７

月

交通安全教室(2･4･5･6 年)

２８

火

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

２９

水

下校 15:15(集団下校)

３０

木

市教研のため 3 時間授業 13:００(集団下校)

本部会

挨拶活動

県ＰＴＡ定期大会

図書館祭り(6/26 まで)

交通指導

５年生･宿泊研修

２７日は、学校徴収金の口座引き落とし日です。

〔７月の主な予定〕

１５日

ＰＴＡ交通当番

１日 挨拶で絆の日・ＰＴＡ挨拶活動

１９日

海の日

４日 家庭学習強化週間(7/1０まで)

２０日

夏休み前最終登校日

個別懇談会(7/８日まで)

２１日

夏休み(8/2８まで)

４時間授業･給食あり(7/８日まで)

２１･２２日 サマースクール(５･６年)･水泳教室(４年)

１４日 親子行事(４年)
１５日 着衣泳教室(５･６年)

３０日

ＰＴＡ母親委員会主催・工作体験教室(希望者)

*体育館照明施設等耐震工事 等 (7/23～8/27)

