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過而不改、是謂過矣 
                             校長  

 

 多治見市の音楽祭に４年生が学校を代表して発表してきました。曲に乗り、体全体でリズムをきざ

み、とても素敵な演奏を披露してくれました。夢に向かってという合唱曲は、４年生の子どもたちが

作詞をしたものです。自分たちの願いが素敵なメロディーに乗って聞こえてきます。心に届く素敵な

合唱でした。各学年、親子行事、校外学習と行事の中で、子どもたちが自分たちで運営する経験を積

んでいます。その姿一つ一つを誇りに感じている今日この頃です。 

 さて、冒頭の「過而不改、是謂過矣」は孔子が論語の中で述べている言葉です。要約すると「過ち

を認めないことを過ちと言う。」ということです。４２６人の児童が共栄小学校へ通ってくれていま

す。そして仲間との出会いや関わりの中でたくさんのことを学びます。良い姿、成長した姿がたくさ

んあると同時に、様々なトラブルもあり、それを乗り越えていくことも成長につながる大切なきっか

けになると思います。 

先日、先生方との情報交流の中で、気になる言葉がありました。ともに考えてみたいと思います。

それは「なんで自分だけ？」という言葉です。注意を受けたときについ子どもが発する言葉です。

「私語をしているのは僕だけじゃないのに、どうして僕だけ注意されるの？」「掃除をさぼったのは

私だけじゃないのに、どうして私だけ指摘されるの？」というようなことでしょうか。エスカレート

すると「みんながやっていたから、つい自分もやってしまった。」といういじめや暴力など、今、ニ

ュースでも話題になっている悲しい出来事の根本につながる恐ろしい意識です。小さな出来事でも大

きな出来事でも意識は同じと考えてみると、一生の問題につながる怖い言葉であると思うのです。私

も小さい頃は、叱られるのが嫌で、ごまかして「僕だけじゃないのに…」とつぶやくと「人の所為に

するな。」ともっと叱られたものです。叱られることが多い子は、ついそんな反応をしてしまうの

も、叱られて育った私は、その気持ちがなんとなくわかるような気がします。しかし、大人として

「こと」と「ひと」をわけて考えさせてやりたいと思います。「掃除をさぼった『こと』。私語をし

た『こと』、が過ちであり、あなたが『ひと』として駄目なわけではないということ、その『こと』

を事実として受け止めていない生き方は、正しい生き方なのかな？」と。 

 東井義雄先生の詩集「きみへ、あなたへ」の一文を引用します。 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 共栄小学校の素敵な子どもたち、日々、素晴らしい姿を見せてくれる子どもたち、だからこそ心豊

かに生きていって欲しいと願っています。日頃のほんの小さな出来事の中で「自分だけじゃない…」

「みんなもやっている。」というような言葉について、ふと立ち止まって親子で考えていただけたら

と思います。 
 
 

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 

あやまちは誰でもする つよい人も よわい人も えらい人も おろかな人も 

あやまちは人間をきめない あやまちのあとが人間をきめる 

あやまちの重さを 自分の肩に背負うか あやまちから逃れて 次のあやまちを犯すか 

あやまちは人生をきめない あやまちのあとが人生をきめる 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

大繩大会に向けて（１０月１３日～） 

終業式 始業式（１０月７日・１１日） 

１０月の３連休を挟んで前・後期の区切り、前期の終業式と後期

の始業式を行いました。終業式には１･３･５年生の代表が前期に頑

張ったことを、始業式には２･４･６年生の代表が後期に頑張りたい

ことを発表しました。成長できたこと、卒業や進級に向けて取り組

んでいきたいことを、全校の前で堂々と発表しました。 

（終業式）６年生 代表 

 小学校最後の運動会。何か新しいことに挑戦しようという思いで、私は応援団長に立候補しました。

みんなに認めてもらい、団長になったものの、心の中では、「本当に私でいいのか」「ほかにもっと、ぴ

ったりの人がいるんじゃないか」そんな不安な気持ちでいっぱいでした。みんなをまとめて、引っ張っ

ていくことは苦手ではありませんが、アイデアを出して、応援をつくることは、少し自信がありません

でした。だけど、やるからには、全力で取り組みたいと思ったので、応援の仕方や応援歌のことなどを

一生懸命考えました。そんな私の不安を解消してくれたのは、応援団の仲間でした。応援団会が始まる

ずっと前から、アドバイスをくれたり、提案してくれたり、私の相談にのってくれたりしました。そう

やってみんなとやっていくうちに、不安な気持ちが消え、練習することが楽しくなっていきました。 

 練習中は、最初のころ、白組に負けていると思っていた赤組の声はどんどん大きくなっていき、本気

で応援してくれる子が増えてきました。自分たちが本気で頑張れば、その本気はみんなに広がっていく

んだと思いました。本番当日は、今までやってきたことを出し切ろうと思い、倒れそうになるほど全力

を尽くしました。みんなの気持ちが通じて、応援優勝できたとき、私は本当にうれしくて、団長として

頑張ってきて本当によかったという気持ちになりました。そして、一緒に頑張ってくれたみんなに、感

謝の気持ちでいっぱいになりました。（中略）・・・ 

 今日で前期が終わります。運動会は終わりましたが、団長の経験を通して学んだことを無駄にせず、

残りの学校生活に生かしていきたいと思います。そして、仲間と協力して全力で楽しく取り組みたいと

思います。  

（始業式）５年生 代表 

 私は前期に運動会を通して学んだことが２つあります。 

 １つ目は、全力でやりきることです。私は運動会で応援団に立候補しましたがなれませんでした。け

れど、準応援団というのを考えて、みんなに休み時間に新館前で応援することを呼びかけました。自分

から考え全力でやるとすっきりとしました。（中略）・・・全力であきらめずやることは大切だと学びま

した。 

 ２つ目は、仲間との絆です。組体操は、仲間との絆のおかげで成功させることができました。一人技

は一人でもできます。しかし、二人、三人技と増えていくと、一人では絶対にできません。お互いに支

えあったからこそ成功できたと思います。 

 いよいよ今日から後期です。後期に頑張りたいことは２つです。 

 １つ目は、学年目標「挑戦」の達成です。私は、図書委員になりました。図書委員の仕事を精いっぱ

いやり、自分で仕事を工夫して「挑戦」したいです。あと、授業では、進んで自分で考えて積極的に挙

手発言したいです。 

 ２つ目は、学級目標の「努力」の達成です。前期以上に自分から考えて行動し、うまくいかないこと

もあきらめずに努力したいです。 

 この２つのことを達成させ、あと半年で最高学年である６年生になる準備をしていきたいです。 

 １１月１７日の大縄大会に向けて

の取り組みが始まりました。６年生

は、１年生の練習のお手伝い。お兄さ

んお姉さんに縄を回してもらって、

うまく跳べるようになるといいね。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

親育ち                  多治見市教育委員会 

『 家族の日 ・ 家族週間 』 
 多治見市ＰＴＡ連合会と市教育委員会がともに推進する「新家族の約束十二か条」の中に、
「ＮＯテレビ ＮＯゲーム」の日をつくり、家族団らんに努めましょう・・があります。 

 「ＮＯテレビ ＮＯゲーム」については、親子(家族)で話し合って約束づくりをされたり、
各学校やＰＴＡで取り組んだりされています。これは家族の団らんのための一つの方法であ
り、「大切なのは心安らぐ家庭の中で子どもが成長できることではないか」と考えます。 

平成 19 年度から国が進めている「家族の日」「家族の週間」について、今年度内閣府が下記
の期日や期間としています。その趣旨は、生命を次代に伝え育んでいくことや、子育てを支え
る家族と地域の大切さを国民一人一人が再認識するよう呼びかけることにあります。  

・「家族の日」１１月２０日（日）※１１月の第３日曜日 

・「家族の週間」１１月１３日（日）～１１月２６日（土）※家族の日の前後１週間 

皆さんの家庭では、家族の団らんの場と聞いて、どんな場を思い浮かべられますか。この機
会に家族みんなで話し合ってみましょう。 

「授業参観・教育講演会・読み聞かせ」＊詳細については、配布済みの案内をご確認ください。 

◇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 

※ ぜひ、集団登校でお子さんと一緒に歩いてください。 

※ 運動場を駐車場として開放していますが、いつも満杯の状態です。今回

は母親委員の皆様が駐車場係を務めてくださいますが、ご負担を減らすた

めにも、徒歩での来校や乗り合わせをしていただき、駐車台数を減らすよ

うご協力ください。 

◇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) 

            古城 茂幸 さん 

        演題：『あきらめている暇はない』 

 

 

 

 

「給食試食会」 

＊「わかば」にて先日ご案内しました。ご希望の方は、詳細をご確認ください。 

（申込用紙も「わかば」に付いています。） 

◇日 時  １１月２４日（木）11:45～13:45 

◇会 場  共栄小学校 新館１階 家庭科室 

  ※ 申し込み締め切りは１１月８日（火）です。 

校外学習（４年：１０月１３日・６年：１０月２１日・１年：１０月２６日） 

・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

演いただきます。 

・保護者と共に５･６年生の児童がお話を聴きます。 

 

４年生・岐阜市科学館 

６年生・明治村 
１年生・東山動物園 

ゾウガメ 



１１月の行事予定  
日にち 学 校 行 事 ＰＴＡ関係 

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

 ２ 水 南姫小研究会のため３時間授業(給食あり) 下校 13:00(集団下校) 検尿二次  

 ３ 木 文化の日  

 ４ 金 教育実習終了                   (教育講演会会場･駐車場準備) 本部会･研修委 

 ５ 土 授業参観日(読み聞かせ･授業参観･教育講演会) 下校 11:00(学年下校)  

 ６ 日   

 ７ 月 振替休業日  

 ８ 火 委員会 下校：(３･4 年)15:15：(5･6 年)16:00 お片付け教室 

 ９ 水 下校 15:15(集団下校)  

１０ 木   

１１ 金 市教研のため 3 時間授業 13:15(集団下校) １年２組･６年２組は研究授業のため５時間授業 15:10 下校 

１２ 土 共栄地区文化祭(作品展示)   

１３ 日 (12:00～4 年生･12:20～太鼓クラブ)   

１４ 月 ３年校外学習 １年親子行事  

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

１６ 水 ＡＬＴ訪問日 下校 15:15(集団下校) 検尿予備 交通当番 

１７ 木 大繩大会(朝活動) 就学時検診のため３時間授業(給食あり)下校:12:50(学年下校)  

１８ 金 ５年校外学習  

１９ 土   

２０ 日   

２１ 月 図書館祭り(11/30 迄)  

２２ 火 ２年校外学習 食育指導(４年) クラブ 下校(1 年)14:30 (２･３年) 15:15 (４～6年) 16:00 

２３ 水 勤労感謝の日  

２４ 木 ＡＬＴ訪問日 食育指導(１年) 給食試食会 

２５ 金 ＡＬＴ訪問日 食育指導(２･３年)  

２６ 土   

２７ 日   

２８ 月 図書館祭り(12/9 迄)  

２９ 火 委員会 下校：(３･4 年)15:15：(5･6 年)16:00  

３０ 水 下校 15:15(集団下校)  

〔１２月の主な日程〕 
１･２日(木･金) 個別懇談会 
５～７日(月～水)    ４時間授業･下校 14:00 

7 日(水) ＰＴＡ本部会 
１４日(水) 大きななかよしタイム 
 

１５日(木) ＰＴＡ交通当番 
２３日(金) 天皇誕生日 
２６日(月) 冬休み前最終登校日 全校集会 

２７日(火) 冬休み(１／９まで) 

(１／１０ 冬休み明け授業開始) 

 
 
 
 

１１月２５日･･･学校徴収金の口座引き落とし日です。 
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。 

全校が早く下校する場合についての確認 
１１月には、全校が午前日課等で、通常よりも早く下校する場合が何回かあります。 
これまでと同様に、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。 

 


