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最初から最後まで仲間と協力できた 

           最高の運動会になりました。 
                             校長 楯  明夫 

 

運動会が無事終わりました。１日延期させていただき、ご家庭の予定にご迷惑をおかけしました。

しかし、何より子どもたちが良いコンディションの中、最高の運動会にしてくれたと思っています。

ご理解とご協力ありがとうございました。 

全ては、日常の積み重ねであると思っています。演技の練習を取り上げてみます。低学年の子たち

は、はじめ、並ぶことや円を作ることが、とても高ハードルに思える状況でした。きちんと並んだだ

けでもすごいことだぞと思ったほどです。何度もやり直しをする先生たちの姿がありました。もしか

したらやり直す意味さえ理解できていなかったかもしれません。しかし、彼らは、素晴らしかったで

す。回数を重ねるうちに、できるようになるのです。ある日、１年生のあるクラスで、担任の先生が

いないのに、「並んでー」声をかけている子がいました。取組が本物になっていく瞬間です。価値あ

ることを自分の力でやろうとすることで叱られるから並ぶのではなく、きれいに並んだ方が美しいと

いう価値があるから並ぶようになるのです。２年生のあるクラスでは、靴箱が揃っているか確認する

係がいます。揃えることの大切さをわかって活動する子が増えているから、きれいに並ぼうとする意

識も高まってきています。そんな「心」の成長を感じさせてくれました。中学年のソーランでは、黒

いＴシャツを揃えていました。彼らは一体であることを誇っているように見えました。Ｔシャツがそ

う見せているのではありません。演技をする彼らの表情や動きがそう感じさせるのです。３，４年生

は元気に明るい挨拶をしてくれます。叱られることがあっても元気よく前進するムードがあります。

４年生で、外国語や算数の授業を参観した時、自分らしさを仲間の前で出せるたくましさがありまし

た。毎日の授業の中で積み上げてきているものがよさこいの姿によく現れていて、感動しました。そ

して高学年のＫＩＺＵＮＡでは、入学以

来４，５年間余り積み上げてきた自信や

誇りを感じることができたのです。目頭

が熱くなりました。 

解団式の時、純粋な涙を流す子どもた

ち、その姿にすべて詰まっているように

思います。素晴らしい経験が積み上げら

れました。そんな姿を見せてくれた子ど

もたち、親として、教師として、誇りに

思える瞬間だったと思っています。そん

な子どもたちに心より感謝したいと思い

ます。 

最後に、保護者の皆様の熱い応援、Ｐ

ＴＡ役員の皆さんの交通整理、写真等の

ご協力、こうした支えがあってこそ、子どもたちの大きな成長につながっていると確信しました。本

当にありがとうございました。 

 

 

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 
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まで･･･最高の運動会にしよう 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本校の運動会では、晴天に恵まれ、児童は最後まで精一杯取り組み、大変思い出深い運動会 

 

 

  
 
 
 
  
数年間にわたって続けてきた共栄小ＰＴＡの『お弁当の日・おにぎりの日』が、岐阜県ＰＴＡ連合

会発行の「わが子の歩み」に紹介されました。著作権の関係で記事をこの通信に載せることはできま

せんが、ご希望の方には誌面をお見せします。教頭までご連絡ください。 

連れ去り未然防止教室 １･２年生（９月１日） 

運動会のスローガン「最初から最後まで、仲間と協力して、最高の運動会にしよう。」を意識し
て、運動会の取り組みはもちろん、日常の生活（授業・掃除・給食・係活動など）にも落ち着いて
取り組んでいる姿が印象的でした。運動会の練習で忙しく、疲れている時でも、下足箱の靴をそろ
えることができていました。腰と背中をぴんと張って授業に向かう姿も増えてきました。 

 ５・６年生は、係の仕事を通して、全校のために責任をもって働くことができました。応援練習の
時だけでなく、集合整列を呼びかけ、いつも赤組・白組をまとめようとする応援団の活躍もありまし
た。 

 気象警報による引き取りと臨時休校があり、直前になって天気に翻弄された面はありますが、運動
会スローガンのもと、児童、そして職員は、できることを精一杯やって取り組みを進めてきました。
運動会当日は、天気に恵まれ、これまでのハンデをはねのけるかのように、演技や競技、係の仕事
に、思いきり活動する児童の姿が見られました。来賓の方からは、「団席で応援を続ける児童の姿が
素晴らしい」「保護者席のパラソル等の設置のルールが守られていて整然としている」という言葉を
いただきました。 

保護者をはじめ、ご家族、地域の皆様にはご声援いただき、ありがとうございました。また、ＰＴ
Ａの専門委員、本部役員の方には、駐車場の整理や来賓の接待、写真撮影、そして、前日からの保護
者席の整理にご尽力いただき、重ねてお礼申し上げます。地域、近隣の皆様には、学校周辺の混雑に
ついてご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。 

今年も県警の「たんぽぽ班」を迎えて、いざというときの行動

について学習しました。２年生は２回目になります。「セーフテ

ィファイブ」と「命を守る距離」について、指導者と代表の児童

との実演を通して学びました。 

わが子の歩み９月号に共栄小の『お弁当の日・おにぎりの日』の取り組みが掲載されました。 

運動会（９月２５日） 

中学年・共栄ソーラン 

高学年・ＫＩＺＵＮＡ 低学年・ス☆マ☆イ☆ル 

運動会の取り組み（８月２９日～９月２４日） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

親育ち                  多治見市教育委員会 

『 待 つ 』 

夏休み中のある土曜日、子どもたちがいろいろな遊びをする催しをお手伝いした時のこと

です。子どもたちが夢中になって遊びをする姿や、親（家族）の子どもとのかかわり方で感

心する姿にたくさん出会うことができました。 

 親（家族）が遊びや工作などをできるだけ子どもに任せ、「待つ」ことをされる時は、子ど

もを夢中にさせる心が育っているのではないかと感じました。子どもがうまくできなくて何

度もやり直すのにも、子どもが自分でできるまで笑顔で待ってみえました。 

また、子どもが初めて出会う私たち大人とのかかわりを、笑顔で見守ってみえる姿から、

他人とかかわる良い経験ととらえ、様子を見守りながら私たちに任せてもらえているように

感じました。自分で作り終えた時の子どもの笑顔で、こちらもうれしくなりました。 

 子どもの安全のための配慮がもちろん必要ですし、その時の子どもの様子や許される時間

など、いろいろと状況は異なるでしょうが、子どものやる気と人とのかかわり方を育てる場

は、毎日のようにあるのではないでしょうか。 

「資源回収」 ＊詳しくは、先日配布した案内をご覧ください。 
資源回収について 

◇日 時  平成２８年１０月１６日（日）午前８時より 

                  〈小雨決行、雨天延期 予備日１０月２３日（日）〉 

＊雨天延期の場合は、広報無線・メルマガで７：００までにお知らせします。 

◇出し方 ・当日の朝８時までに、門口あるいは地区で決められた場所にお出しください。 

     ・東山のご家庭は、各丁目のリサイクルステーションにお出しください。 

◇回収物 ・新聞紙・段ボール・雑誌・牛乳パック・アルミ缶・古着類 

※ビン類は集めません 

＊地域の皆様にも、ご協力をよろしくお願いします。 

＊なお、先日文書にてお知らせしたように、愛校作業は中止としました。 

 

「授業参観・教育講演会・読み聞かせ」  
＊詳細については、後日ご案内を配布します。 

◇期 日  平成２８年１１月５日（土） 

◇日 程    ８：１５～ 朝活動「読み聞かせ」 ８：４５～ 授業参観(１時間目)          

９：４５～ 教育講演会      １１：００  学年下校 

◇教育講演会  講師： 元プロ野球選手(読売ジャイアンツ･日本ハムファイターズ) 

            現ジャイアンツアカデミー・コーチ 

「プロ野球生活 16年間で一度もレギュラーになれなかった男が 

ジャイアンツで胴上げしてもらえた話」(共著) 

            古城
ふ る き

 茂
しげ

幸
ゆき

 さん 

        演題：『未定（プロ野球選手としてご活躍され、現在青少年の育成に携

わってみえるご経験をもとに、ご講演いただく予定です。）』  

＊当日は、保護者と共に５･６年生の児童がお話を聴きます。 



１０月の行事予定  
日にち 学 校 行 事 ＰＴＡ関係 

 １ 土   

 ２ 日   

 ３ 月 お弁当の日・おにぎりの日 お弁当・おにぎりの日 

 ４ 火 2 年親子行事 委員会・運動会係会反省 下校(1 年)14:30 (２～4年) 15:15 (5･6年*４年応援団) 16:00 

 ５ 水 ガサガサ探検(4 年) 検尿容器配布 下校 15:15(集団下校) 本部会 

 ６ 木 検尿提出  

 ７ 金 前期終業式 下校 13:30(集団下校)  

 ８ 土   

 ９ 日   

１０ 月 体育の日  

１１ 火 後期始業式 委員会 下校(1 年)14:30 (２～4年) 15:15 (5･6年) 16:00 教育実習開始(11/4迄) 

１２ 水 音楽アウトリーチ(４年) 下校 15:15(集団下校)  

１３ 木 ４年校外学習  

１４ 金 ６年親子行事 挨拶で絆の日 

１５ 土   

１６ 日 ＰＴＡ資源回収 資源回収 

１７ 月 学校評議員会 交通当番 

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

１９ 水 下校 15:15(集団下校)  

２０ 木 道徳計画訪問 下校 15:15(学年下校)  

２１ 金 ６年校外学習 ５年親子行事  

２２ 土  県PTA研究大会 

２３ 日 ＰＴＡ資源回収（予備日） 資源回収(予備日) 

２４ 月 ハートフル週間(10/28 迄)  

２５ 火 ４年音楽会校内発表  

２６ 水 １年校外学習 下校 15:15(集団下校)  

２７ 木 市音楽祭(４年)  

２８ 金   

２９ 土   

３０ 日   

３１ 月   

〔１1 月の主な日程〕 
２日(水) 南姫小研究会のため３時間授業(給食あり) 
３日(木) 文化の日 
４日(金) 教育実習終了 
４日(金) 教育講演会前日準備(PTA本部会･研修委) 
５日(土) 授業参観･教育講演会･読み聞かせ活動 
７日(月) 振替休業日 
８日(火) PTA母親委主催･お片付け教室(後日案内) 

１１日(金) 市教研のため３時間授業(給食あり) 
(１年２組･６年２組は研究授業のため５時間授業) 

１３日(日) 共栄地区文化祭(４年･太鼓クラブ出演) 
１４日(月) ３年校外学習 １年親子行事 
１５日(火) ＰＴＡ交通当番 
１７日(木) 大繩大会 
１７日(木) 就学時健診のため３時間授業(給食あり) 
１８日(金) ５年校外学習 
２２日(火) ２年校外学習 
２３日(水) 勤労感謝の日 
２４日(木) PTA 母親委主催･給食試食会(後日案内) 

 

１０月２５日･･･学校徴収金の口座引き落とし日です。 


