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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

よりよい「ひとりだち」をめざして
校長
いよいよ夏休みが始まります。事件や事故に巻き込まれないよう安全な生活を心がけ、元気に笑顔
で８月２９日に会えることを願っています。
さて、義務教育の出口である中学校三年生は、夏休みに高校の体験入学に
行き、自分の行くべき学校を見極めようと一生懸命になっていることと思い
ます。きっと初めて進路に向き合う時期を迎え、不安や迷いをたくさん抱え、
胸が張り裂けそうな時期を迎えているに違いありません。小学生にとって高
学年であれば、そんなに遠い話ではありません。そこで今月は、進路につい
て、少し書かせていただきます。
進路は、中学校３年生になり突然ふってわくように現れるものではありません。小学校でも大切な
学習です。そもそも「何のために学校で学ぶのか。」「何のために働くのか。」そんなことから考え
てみるのも一つです。私たち大人は子どもたちにそれを考えさせる必要があると思います。逆に子ど
もたちに聞かれたら的確に答えられるでしょうか。「それは、お金のため、生活のためだよ。当然じ
ゃないか。あんたにだってお金がかかってるんだから。」と答えたとしたら、「そんなことわかって
るよ。」と夢のない話で終わってしまいそうです。
ある中学校で担任した３年生女子生徒が「何のために…」の部分を明確に答えてくれたことがあり
ました。それは面接練習での一コマでした。「将来、どんな仕事につきたいですか。」という質問に
対して、「私は、看護師になりたいと思っています。私の父は、車のセールスをしています。夜遅く
までお客さんの家を訪問しています。車は売った後が大切だと、いつもお客さんの事を気にしていま
す。お客さんに『いつも気にかけてくれてありがとう。次の車もあなたから買うよ。』と言われた時
が、一番嬉しい瞬間だと聞きました。私は、父のように、人に『ありがとう』と言われるような看護
師になりたいです。」と語ってくれました。彼女は、ただ看護師になりたいとい
う希望を語るだけでなく「どんな看護師になりたいのか。」まで語ってくれたの
です。稼ぐことは、当然の事として「『ありがとう。』と言われるような人にな
りたい。」という願いを達成するために、看護師という道を選んだのです。父の
生き方に影響を受け、日々、献身的に取り組む姿は、たくさんの「ありがとう」
を彼女にもたらしました。無論、彼女は、希望通り看護師になりました。「進学
先や就職先」は「なりたい自分」になるという「幸せ」をつかむための方法だと
いうことを、彼女は、私に教えてくれました。そして、こんな考え方を育てていきたいなぁと強く思
いました。
不安や迷い、もしかしたら小学生でもすでにたくさんかかえているかもしれ
ません。目先の損得や利害、人との比較に目が行き、夢や目的、憧れを見失っ
てしまうと生まれるのものが不安や迷いのように思います。イソップ童話に出
てくる「うさぎとかめ」の話にヒントがあります。かめの見ていたものは、
「最
後まで誠実に走りきる自分になりたい」という願いであり、うさぎが見ていた
ものは、「自分より足の遅いかめ」でした。かめに不安や迷いはありません。
勝ちを確信して寝てしまったうさぎが感じたものは、「まさか自分がかめに負
けたなんて…」という不安と「寝なきゃ勝てたのに…。そもそも、何でかめと競争したんだろう？」
という後悔や迷いでした。
この夏休み、子どもたちの「よりよいひとりだち」を願い、高学年は高学年なりに低中学年は低中
学年なりに「どんな人になりたいのか」お話できると良いと思っています。

５･６年

挨拶で絆の日（１日）

俳句教室（１３日）

今年も、３名の先生にご指導を受
けました。季語を使いイメージを膨
らませて、作品をつくり上げました。

生活委員会と大勢のボランティア児童が、まちづくり市民会議
とＰＴＡ本部会の皆様と一緒に、挨拶活動を行いました。心地よ
い晴天のもとで「おはようございます」の声が響きました。

５･６年・着衣泳教室（１５日）
今年も、服を着たまま水に入った場合の正し
い対処の仕方を学びました。「浮いて待て」がポ
イントです。昨年も学習した６年生にはすぐに
浮くことができた子が多く、経験の大切さを改
めて感じました。水難学会の皆様には、今年も
ご指導いただきありがとうございました。

４年・親子行事（１４日）

ＰＴＡの学年委員会主催の親子行
事がスタートしました。ハンカチ落と
しでは、親子ではしゃぎながら楽しむ
姿をほほえましく思いました。

安全パトロール共栄（１５日）

全校集会に、安全パトロール共栄の代表の皆様をお迎えしました。児童代
表が、日頃の感謝の気持ちを伝え、みんなでこれからもよろしくお願いしま
すと話しました。その後、来校された皆様は、登下校の様子や安全確保のた
めに大切にしたいことなどを交流されました。
いつも本当にありがとうございます。

「安全パトロール共栄」にご協力ください。
☆☆☆登下校の見守りにご協力いただける方を募集しております。☆☆☆
○「安全パトロール共栄」は、ご自分の生活習慣や都合に合わせて、できるときにできる場所で、
子どもたちの登下校の安全や地域での生活を見守る活動をしています。全員が集まって会合を
するとか、活動の決まりといったものはありません。子どもとのふれあいを楽しみに、安全に
気を付けて無理のないように活動しています。
○現在も、多くの方に活動していただいていますが、さらに子どもたちの安全を守る活動の輪を
広げるために新しい方を募集しています。特に、東山地区では見守りが不足しておりますの
で、東山にお住まいの方で、多数ご協力いただけるとありがたいです。募集といっても、お
名前と連絡先を登録していただくだけです。活動される方の把握と、学校の行事予定の配布や
変更のお知らせに活用させていただきます。お手数ですが、共栄小学校(電話 22-0833 担当･
教頭)までご連絡ください。緑の上着を配布しますので、各々で見守り活動をお願いします。

「夏休みを有意義に過ごすために」…生徒指導より
＊＊＊保護者やご家族の皆様、地域の皆様もご指導ください。＊＊＊
［命を守るために］
〇交通安全について
昨年は、残念ながら交通事故が１件ありました。今年に入ってからは、飛び出しや路上
での遊び、ローラーブレイド等の遊具の使用で危ない場面があったとの報告を受けていま
す。学校では、全校集会や分団会、各学級おいて、児童に再度指導をして夏休みを迎えさ
せます。自転車に乗る時はヘルメットを必ず着用すること、キックボート・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命を守るよう、ご家庭や
地域でもご指導ください。

〇水の事故を起こさない
最近、子どもだけで川に入っているところを見かけたという連絡がありました。学校で
は機会をとらえてくり返し指導していますが、子どもだけで川に入らないよう、ご家庭で
も重ねてご指導ください。また、子どもだけで川に入っている姿を見かけられましたら、
遠慮なしに声をかけてやってください。

［家庭でのルールづくりと見届け］
〇携帯電話、スマートフォン、通信ゲーム、インターネットについて
時間に余裕のある休みだからこそ、使用について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
お子さんがどれだけお金を所持して、どのように使っているか見届けていますか。我が
子は毎日お菓子を買うなどしていくら使っているのでしょうか。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。

親育ち

多治見市教育委員会

『近所の人にあいさつをする』
地域の教育力が低下してきている、と聞きます。
地域では、朝や夕方に交通安全などで、子どもの様子を見守ってもらったり、声をかけても
らったりしています。時には、良い姿を認めてもらったり、心配な言動を注意してもらったり
もしています。しかし、どうしてこう言われるのでしょう。
そこには、都市化、核家族化などにより、隣近所との交流が少なくなってきていて、何か不
安なことがあっても相談したり、教え合ったりすることが難しくなってきていることが理由の
一つであると聞きます。
子どもは近所の人にあいさつができていますか。そのためには、まず親（家族）が普段から
地域の方々と交流をしたり、お互いに近所の子どもの様子を見守り、良い姿を認め合い、心配
な言動を教え合ったりできる関係づくりをしておくことが大切です。子どもが、地域で過ごす
ことが多い時期です。家族で話し合う時の話題にしてみてください。

７・８月の行事予定
日にち

学

校

行

事

ＰＴＡ関係

２１

木

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(8/2８迄)

２２

金

サマースクール(５･６年希望者) 水泳教室(４年希望者)

２３

土

２４

日

２５

月

プール開放(午前)

２６

火

プール開放(午前)

２７

水

プール開放(午前)

２８

木

プール開放(午前)

２９

金

プール開放(午前)

３０

土

３１

日

8/１

月

プール開放(午前)

２

火

プール開放(午前)

３

水

プール開放(午前)

４

木

プール開放(午前)

５

金

プール開放(午前)

６

土

７

日

８

月

プール開放(午前)

９

火

プール開放(午前)

１０

水

プール開放(午前)

２２

月

※この日、学校に職員はおりません。（8/2０(土)に職員は勤務するため、振替休業日となります。）

２３

火

全校登校日

２６

金

夏休み最終日

２７

土

２８

日

２９

月

授業開始

３０

火

４時間授業･下校 14:00

３１

水

４時間授業･下校 14:00

体育館工事(8/2７迄)
７月２５日･･･学校徴収金の口座引き落とし日です。
職員室工事(８/５迄)
プールの開設について
登校時間
９：００～９：１０
プールの時間 ９：３０～１０：３０
※中止の場合は、８：１５に決定して、そ
の後にメールで配信します。
※プールカードを忘れた、カードに未記入
がある、水泳帽子を忘れた場合はプール
には入れません。

親子工作体験教室

*プール納め

８月２５日･･･学校徴収金の口座引き落とし日です。
４時間授業･下校 14:00

ぜひ、ご覧ください。

宝物展(15:00～18:00・新館 1･2 階とプレハブ校舎)

宝物展(15:00～18:00・新館 1･2 階とプレハブ校舎)

〔８月２３日・全校登校日の日程〕
※ 通常通り登校します。
8:15～ 8:25 朝の会
8:30～ 9:45 学級活動
10:00 集団下校
※ 夏休みの宿題･作品等を提出します。
〔９月の主な予定〕
１日 地区委員会
３・４日 市科学作品展
１５日 ＰＴＡ交通指導

ＰＴＡ本部会
２４日
２６日

運動会
振替休業日

２７日

給食なし(弁当)

運動会の期日について
本年度は、９月２４日(土)に実施します。なお、天
候により順延する場合については、下記のようにしま
す。
24 日実施
24 日(土) 運動会
25 日(日) 休 み
26 日(月) 振替休業日
27 日(火) 授業(弁当)

25 日実施
雨天・授業(弁当)
運動会
休 み
振替休業日

26 日実施
雨天・授業(弁当)
雨天･休み
運動会
振替休業日

