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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

「大人への階段登る」
校長

給食試食会がありました。その数日前６年生
の代表の子が、校長室をノックし、「２月１４
日は、セレクト給食なので、校長先生に招待状
をもってきました。」と言って右の写真のよう
な素敵な招待状をくれました。一生懸命つくっ
てくれたのでしょう。心のこもった招待状にと
ても感激したと同時に、その振る舞いも言葉遣
いも最高学年にふさわしい立派な姿で、心から
うれしく思いました。
セレクト給食当日、楽しく美味しく給食を一
緒に食べさせてもらいました。片付けの時、片
付け方の段取りをわかっていない私を見て、あ
る子は、牛乳パックを「僕が片付けておきま
す。」と言い、ある子は、お盆を「私がやって
おきます。」と言うなど、温かな心遣いをして
くれました。そんな姿からも、確実に大人への
階段を登っているんだなぁと感慨深いものがあ
りました。美味しい給食に更に心のこもった子
どもたちの味付けが加わり幸せを感じた時間で
した。
後日、多治見市の副教育長さんから電話がきました。電話の内容は、当日訪問さ
れた教育委員会総 務課長さんが、共栄小学校の６年生の姿が、とても素晴らしかっ
たという報告をうけてうれしかったという内容でした。子どもたちの心の在り方
を、外から来てくださる人は、意外に敏感に察するものです。そんな立派な成長を
感じ取られたからこそ、わざわざ電話をくださったのだと思います。とても誇りに
思いました。
卒業を間近に迎え、一日一日を大切に生きている立派な姿は、校長室へ来る掃除
の子や職員室前の 掃除の子の姿からも感じています。自分が取り組んでいることの
値打ちをわかり、人に対する心遣いをしたり、誰かのために役立とうとしたりする
姿は、大人への階段を一歩ずつ確実に登っている姿なのだと感じています。後輩に
自信をもって引き継いで欲しいと思うと同時に、残り１ヶ月、その姿を目に焼き付
けておきたいと思っています。

授業参観（２月９・１０日）

１年生は楽器の演奏ややコマ回しなど、できるようになった
ことを発表しました。友達やおうちの人たちの前で、緊張しな
がらも頑張っていました。

６年生は、画像を使って、一
人一人が６年間の成長につい
て発表しました。

セレクト給食（６年生：２月１４日）
事前に、自分の好みや
栄養のバランスを考え
てメニューを選びまし
た。準備していただい
た共栄調理場の方々に
感謝しつつ、楽しいひ
と時を過ごしました。

給食感謝の会（２月２３日）
全校集会で、給食委員
会を中心に「給食感謝の
会」を行いました。毎日、
給 食の 準備と 片付 けで
お 世話 になっ てい る校
務 員さ んと配 膳員 さん
に 感謝 の気持 ちを 込め
て感謝状を渡しました。
会 場が 大きな 拍手 に包
まれ、心のこもった会に
することができました。
「６年生を送る会」に向けて・「なかよし」のリーダーとして（５年生）
５年生が、全校のリーダーと
して「なかよし」の活動の運営
や、「６年生を送る会」に向け
ての準備に取り組んでいます。
先日の朝活動では、１～４年生
の子に６年生への手紙を書く
説明をしました。分かってもら
えるように話すのはたいへん
なようでしたが、経験を通して
リーダーとしての力を付けて
いくことを期待しています。

「６年生を送る会」の準備を
着々と進めています。

リーダーとして、前に立つ機
会がどんどん増えています。

［ＰＴＡ地区委員会より］

２月１２日の資源回収のご報告
段ボール
１，３８０kｇ
新聞
４，１１０kｇ
業者売捌収入
６７，３３５円
雑誌
３，１０５kｇ
市奨励金
４０，５４０円
古着等
５８０kｇ
合計
１０７，８７５円
牛乳パック
２１０kｇ
アルミ缶
１５０kｇ
合計
９，５３５kｇ
ご協力ありがとうございました。天候により延期をして実施したにもかかわらず、たく
さんの資源物を集めることができました。収益は、ＰＴＡ活動の資金として、学校の環境
整備等に活用します。

毎月の交通当番より
＊雪の日の朝に

「雪の朝で、転倒している子が多くいました。スリップしている車も見かけたので、事故
やけがなどより注意が必要だと感じました。横断歩道付近で集合している子たちは歩道
で集まっていたので、他の歩行者がいた場合、邪魔にならないかなと思いました。車道
にも近く、少し危険に思いました。」
＊安全パトロール共栄の方々に

「地域のパトロールさんたちのおかげで、子どもたちは安心して登校できると思いま
す。本当に感謝しています。ありがとうございます。」

親育ち

多治見市教育委員会

『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。』
今年度１０月末に、市ＰＴＡ連合会と市教育委員会が推進する「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。〉がある

ことを、お知らせしました。
今年度、ＰＴＡ（家庭・学校）
、幼稚園や地域で、月や年の中の一定の日や時期に「ＮＯ
テレビ・ＮＯゲーム」や、
「ノーメディア」に取り組んでみえるところがあります。取り組
まれた学校・幼稚園の保護者の感想を読むと、その取り組みの成果を感じました。
その感想の一部を紹介します。
（①～④は学校保護者、⑤は幼稚園保護者）
①まだ自己管理できるほど意志は強くなかったです。取り組みを通じて自分をよく知ってほ
しいと思いました。
②本人にとってなぜ取り組む必要があるのかを理解してもらい、一人で取り組まず、家族全
員でテーマに取り組みました。
③子どもが自分からゲームをしないと決めて守っていました。成長したと思いました。
④いつもはすぐにゲームに集中し、会話も減っていたのが、家族での会話が増えました。
⑤月に一度、ＮＯテレビＮＯゲーム週があるということを意識しています。・・・なかなか
難しいことが現状です。
・・・ＮＯテレビはテレビを見ないとようにするということでは
なく、テレビを見るなら、子どもと遊ぼう、話そう、一緒に料理しようなど子どもとのふ
れあいを大切にするものだということを実感しました。

３月の行事予定
日にち

学
6 年生を送る会

校

行

事

ＰＴＡ関係

１

水

下校 15:15(集団下校)

本部会

２

木

３

金

４

土

５

日

６

月

大掃除週間(～１０日)

７

火

委員会 ＡＬＴ訪問

８

水

分団会 ＡＬＴ訪問 下校 15:15(集団下校)

９

木

ＡＬＴ訪問

１０

金

１１

土

１２

日

１３

月

中学校半日入学(６年生：陶都中･北陵中)

１４

火

６年生奉仕作業

１５

水

卒業式練習(4･5･6 年) 下校 15:15(集団下校)

１６

木

１７

金

１８

土

１９

日

２０

月

２１

火

２２

水

卒業式練習(4･5･6 年) 式場準備(5 年) 下校：(1～4 年)13:50･(5 年)16:00･(6 年)15:15

２３

木

卒業式(４～６年) 下校 11:30 *１～３年は休業日

２４

金

修了式 離任式

２５

土

春休み(４月６日まで)

２６

日

２７

月

２８

火

２９

水

３０

木

３１

金

挨拶活動

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

交通指導

卒業式練習(4･5･6 年)

春分の日

下校 11:50(学年下校)

〔４月の主な予定〕
７日 平成２9 年度 始業式

１７日

ＰＴＡ新旧本部会

１８日

全国学力･学習状況調査(６年)

１０日 入学式(午後：6 年参加) 午前授業(2～5 年)

２２日

授業参観･ＰＴＡ総会

１１日 給食開始

２４日

振替休業日

２５日

学級づくりの日(お弁当必要)

２８日

家庭訪問(5/1･8･9･10)

ＰＴＡ地区委員会
１３日 PTA 学級役員決め(4･5･6 年･支援)
１４日 PTA 学級役員決め(2･3 年)

５/２ 引き取り訓練

