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「有り難う」の語源
校長 加納 素介

電車の中で、お年寄りに席を譲りました。「有り難うございます。助かりました」と丁寧にお

礼を言われ、「どういたしまして・・・」と言葉を返す光景は珍しいことではありません。しか

しながら、学生がせっかく席を譲っているのに、「私は、席を譲られるほど齢はとっていない」

と、かたくなに拒否する人がいます。子どもの行為を素直に受け止めて、「有り難う」と座るこ

とができなくなっている頑固さが、もう加齢現象の兆候だそうです。

多くの人に親切にしたとき、自然に返された「有り難う」は、大変気持ちのよいものです。

「有り難う」の代わりに「すみません」を使う人も少なくありません。やはり、感謝の気持ちは、

「すみません」ではなく「有り難う（ございます）」を使いたいものです。

ところで、改めて、「有り難う」の語源を探っていみたいと思います。「有り難う」は、もと

をたどれば「有り難い」「有り得ない」という意味だったと、民俗学者の柳田国男先生が研究論

文の中で解説しています。ここにあるのが不思議なものという意味で、人間の能力を超えた宇宙

の森羅万象を讃えて言ったのだそうです。何でも嬉しいときに「有り難う」と言っていたことが、

後々、お礼や感謝の気持ちを表すことに変わっていったものだと考えられます。そういえば、フ

ランス語の「メルシー」、イタリア語の「グラッチェ」にも「神の恵みを」という「有り難う」

と同様の意味があるのだそうです。「有り難う」意味を再認識し、相手の行為を素直に受け、心

を込めて「有り難う」と言えるように、相手から「有り難う」と言われるような親切や協力、思

いやりの行動がとれるようにしたいものです。

根本小学校では、「笑顔で登校 感謝で下校」を合い言葉にしています。感謝で下校できるよ

うにするために、児童が毎日の授業の中で「わかった、できた」と思えることを大切に指導して

います。授業でわかることの喜びを感じ、仲間と一緒に楽しく過ごせた児童は、翌日も笑顔で登

校できると考えています。しかし、そうしたありふれた生活に対して、改めて感謝の気持ちを抱

くことは、子どもたちにとっては難しいことかしれません。それでも「笑顔で登校 感謝で下

校」ができていることは、有り難いことです。

日常のありふれた生活の中に、実はとても多く「有り難いこと」が潜んでいます。休まず学校

へ登校できること、毎朝「おはようございます」という挨拶が交わせること、地域の方が登下校

の安全を見守っていてくださること、横断歩道で車が止まって児童の通過を待っていてくださる

ことなどなど・・・。すべてに感謝し、「有り難うございます」と言える（思える）子どもに根

本小学校では育てていきたいと思います。保護者の皆様、地域の皆様、子どもたちの心が豊かに

なるような環境作りに、ご協力をお願いいたします。

●本校職員、和田浩彦校務員（享年５７歳）が、平成２８年５月７日（土）に永眠いたしました。

突然の悲しい知らせを受け、根本小学校では、臨時全校集会を開き、児童に事実を伝える

とともに、故人の冥福を祈り全校で黙祷を捧げました。 合掌

○校務員の和田さんが丹精込めて製作していた教卓が未完成のまま残されました。遺族の方

の「できることなら完成させ使って頂きたい」との意向を受け、作りかけの材木を組み合

わせ、何とか完成させることができました。教卓の組み立てに松阪の若尾 宏様、松風台

の管 東海様のご協力を頂きました。ご尽力に感謝申し上げます。「有り難うございました」
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力により、終始スムーズに行われたことに感謝申し上げます。雨天の場合は、車での引き取りが増えるとこ

とが予想されますが、保護者の方の良き判断とマナーの良さで今後も安全に実施できると確信しました。

動力を養うことができます。今回も市内の多くの幼稚園・保育園と小中学校が同時に実施し、より本番を想

定した状況で行いました。お気づきのことがありましたらどうぞご意見をお寄せ下さい。

ために、次のようなことを心がけてください。

※首に巻くクールタイなど、体を冷やすものは登下校中に使用してもかまいませんが、登校後はかばんや

せします。

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

５月１２日（木）、気象警報等の発表に備え、全児童の引き取り訓練を実施しました。保護者の方のご協

力により、終始スムーズに行われたことに感謝申し上げます。雨天の場合は、車での引き取りが増えるとこ

とが予想されますが、保護者の方の良き判断とマナーの良さで今後も安全に実施できると確信しました。

「命を守る訓練」と同様に定期的に繰り返し実施することで、突然の災害から命を守るための判断力と行

動力を養うことができます。今回も市内の多くの幼稚園・保育園と小中学校が同時に実施し、より本番を想

定した状況で行いました。お気づきのことがありましたらどうぞご意見をお寄せ下さい。

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

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

はないでしょうか。一度考えてみてください。

 

５月であるにも関わらず、真夏日になる日さえあり、暑い日が続いています。今後も熱中症にならない

ために、次のようなことを心がけてください。

①水分をこまめにとる。（学校の水道水も衛生基準を満たした飲み水です。）

②登下校はもちろん、屋外では帽子をかぶる。（帽子の形、色、素材は自由です。）

※首に巻くクールタイなど、体を冷やすものは登下校中に使用してもかまいませんが、登校後はかばんや

ロッカーにしまっておくようにしてください。
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５月の朝運動は、全校児童が学年（低・中・高）に合わせた３つのトラッ

クを５分間走り続ける「持久走」と、縄跳びの「８（エイト）ジャンプ」に

取り組んでいます。休み時間もクラス仲間と運動場に飛び出し、多くの子が

ジャンプで汗を流しています。６月７日（火）には８時１５分より「全校８

ジャンプ大会」を開催します。どうぞ参観、応援にご来校ください。
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いほうきの使い方やぞうきんのかけ方、机といすの運び方など、低学年にも

分かりやすいように、具体的な姿で発表しました。

根本小の清掃活動は、さわやかな挨拶で始まり、挨拶で終わります。時間
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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

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

５月の朝運動は、全校児童が学年（低・中・高）に合わせた３つのトラッ
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14：20 ～ 15：15～ 16：00～

1 水 １年 ２～６年 体重測定５・６年・あおぞら

2 木 １年 ２～３年 ４～６年 歯科検診６年・あおぞら

　　　　　　　　多治見市立根本小学校
　　６月の行事予定

日　曜日
下校予定時刻

行事予定

2 木 １年 ２～３年 ４～６年 歯科検診６年・あおぞら

3 金 １～２年 ３～６年 尿検査②　大原川探検４年　内科検診１・４年　大仏開眼式①

4 土

5 日

6 月 １～３年 ４～６年 クラブ　プール開き

7 火 １年 ２～４年 ５～６年 ８ジャンプ大会　内科検診３・６年・あおぞら　7 火 １年 ２～４年 ５～６年 ８ジャンプ大会　内科検診３・６年・あおぞら　

8 水 １年 ２～６年 ８ジャンプ大会予備日　５・６年ハイパーQUテスト

9 木 １年 ２～３年 ４～６年 ALT訪問　

10 金 １～２年 ３～６年 オープンスクール　

11 土

12 日12 日 地区少年の主張大会１３：００（根本交流センター）

13 月 １～４年 ５～６年 委員会

14 火 １～４年 ５～６年

15 水 １年 ２～６年 集会（図書）　図書館祭り（～６／２４）　教育長訪問

16 木 １年 ２～３年 ４～６年 三の倉センター見学４年

金17 金 １～２年 ３～６年 尿検査③　

18 土

19 日

20 月 全校研究授業⑤（３－１）

21 火 １～４年 ５～６年

集団下校　１５：１５

22 水 １年 ２～６年 集会（プレ主張大会）　ALT訪問　

23 木 １～３年 ４～５年 ６年修学旅行①　ALT訪問

24 金 １～２年 ３～５年 ６年修学旅行②

25 土 わたしの主張２０１６多治見市大会１３：３０（アザレアホール）

26 日

27 月 １～４年 ５～６年 多治見駅見学２年　委員会

28 火 １～４年 ５～６年 多治見駅見学２年　学校評議員会

29 水 １年 ２～６年 夏季セミナー申込用紙配布（４～６年）　ALT　家庭教育学級

30 木 市教研（３年２組授業公開）

予定時刻は一応のめやすですので、５～10分の誤差はお許し下さい。

１～６年集団下校１３：１５
＊３の２は１５：１５（授業公開のため）



14：20～ 15：15～ 16：00～

1 金 １～２年 ３～６年 「挨拶で絆の日」あいさつ運動

2 土

                                                     　　　 　　　　　     　    多治見市立根本小学校
　　7月の行事予定

日　曜日
下校予定時刻

行事予定

2

3 日

4 月 １～３年 ４～６年 クラブ・ALT

5 火 １～４年 ５～６年

6 水 個人懇談①・図書司書来校

7 木 個人懇談②

金

集団下校　１３：２０

個人懇談中の日程と下校時

刻

朝の会 ８：１５～ ８：２５

第１校時 ８：２５～ ９：１０

第２校時 ９：１５～１０：００

第３校時 １０：２０～１１：０５

第４校時 １１：１０～１１：５５

掃除 １１：５５～１２：１０

給食 １２：１０～１２：５５
8 金 個人懇談③・図書返却

9 土

10 日

11 月 個人懇談④

12 火 個人懇談⑤

13 水 １～６年 集会（通学班）・通学班会（５時間目）・集団下校

集団下校　１３：２０

掃除 １１：５５～１２：１０

給食 １２：１０～１２：５５

13 水 １～６年 集会（通学班）・通学班会（５時間目）・集団下校

14 木 １～３年 ４～６年 ALT・１，３，４年夏休み図書貸し出し

15 金 １～２年 ３～６年 ALT・２，５，６年夏休み図書貸し出し

16 土

17 日

18 月 海の日18 月 海の日

19 火 １～３年 ４～６年 クラブ

20 水 夏休み前集会・４時間授業

21 木 夏季休業日開始・夏季セミナー①

22 金 夏季セミナー②

23 土

集団下校　１３：５０

　　　　　　〈夏季セミナーについて〉
①８：３０～　９：１５
②９：２０～１０：０５　　※４～６年対象

23

24 日

25 月 夏季セミナー③

26 火 プール開催日①A　②B

27 水 プール開催日①B　②A

28 木 プール開催日①A　②B

　　　　　　　〈プール時間について〉
プール開催日７／２６（火）～８／９（火）
時間：①１部　　９：００～１０：０５
　　　　②２部　１０：２５～１１：３０
グループA：旭ヶ丘・松坂・高根
グループB：根本・北丘・昭栄・西山・明和29 金 プール開催日①B　②A

30 土

31 日

予定時刻は一応のめやすですので、５～10分の誤差はお許し下さい。

グループB：根本・北丘・昭栄・西山・明和


