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「自分の命は自分で守る根本の子」に
校長 加納 素介

「自分の命は自分で守る根本の子」を実現するために、根本小学校では、様々な訓練や指

導をしています。9月２０日には「命の大切さを考える会」を行い、以下のような内容を子

供たちに伝えました。休み時間には、地震を想定した「命を守る訓練」を行う予定でしたが

大雨の恐れがあったため、予定を変更して午後からの保護者引き渡し下校としました。

その後、２３日（金）の大雨警報などの安全を第一に考えた動きの中で、改めて「命の大

切さ」について、考えさせられることが多くあった９月でした。

校長先生は、この全校集会で、命の大切さについてお話

をします。そして、今日一日、全校中で、命の大切さにつ

いて考えることができる日にしていきたいと思います。

根本小学校は、とても素晴らしい学校だと思います。そ

れは、どの学級、どの学年でも“当たり前のことが、当た

り前にできる学校”だからです。誰もが、相手の目を見て

真剣に話が聞ける学校だからです。

最近、根本小学校のトイレのスリッパが綺麗に揃うよう

になってきました。それは、自分の履いたスリッパを当た

り前のように揃えられるようになってきたからです。それ

でだけではなく、皆さんの中には、揃っていないスリッパを、丁寧に揃えてくれている人が

います。また、掃除中に、廊下の隅の汚れが気になるからと、美しくなるまで、汗を流しな

がら何度も磨いている人もいます。廊下の片隅の汚れや、トイレのスリッパにも目を配り、

仲間や自分のために、良いと思うことを実行できる素晴らしい子が沢山いる根本小学校です。

校長先生は皆さんの姿を自慢したい気持ちになります。

根本小学校では、「自分の命は、自分で守る 根本の子」という言葉をすべての活動の中

心にして、安全な学校を目指しています。夏休み前の全校集会では、「ドライバーとアイコ

ンタクトできる根本の子」を目指して、通学班委員会による発表が行われました。児童会の

皆さんは、毎朝、挨拶運動を通して、相手の目を見て気持ちの良い挨拶（アイコンタクト挨

拶）を目指しています。そうした頑張りもあり、アイコンタクトは、根本小学校が気を付け

ていることの一つになってきました。

「相手と目を合わせることで、相手の気持ちをつかむ」アイコンタクトは、よく考えて行

動するためにも、とても大切なことです。アイコンタクトは、相手に気を配り、正しいこと

をするために、誰もが身に付けていきたいことです。ドライバーだけでなく、友達の目や先

生の目、そして皆さんを温かく見守ってくださっている地域の方々の目を見て、相手の気持

ちを分かろうとする根本小学校の子になってほしいと思います。

先週からは「命を守る訓練」として、休み時間、放送による地震を想定した訓練を行って

います。それぞれの場所にいる皆さんは、放送の合図を聞くと、一斉にその場に屈み込み、

静かに放送を聞くことができていました。

命を守る訓練に真剣に取り組める人、トイレのスリッパを揃えられる人、美しくするため

に一生懸命掃除できる人は、自分や仲間を大切にすることができる人だと思います。

この後、皆さんで「命の大切さ」について考えてください。自分一人でじっくりと、ある

いは友達同士で、学級の仲間と、そして、大切な家族と一緒に、「命の大切さ」について考

える日としてください。 （９月２０日「命の大切さについて考える集会」より抜粋）

笑顔で登校 感謝で下校

【通学路に咲く秋桜（根本愛郷会）】



【【【【作品作品作品作品にににに思思思思いをいをいをいを込込込込めためためためた夏休夏休夏休夏休みみみみ】】】】    

８月３０，３１日の２日間、夏休み作品展を開催しました。体育館のフロアや壁に展示された全校児童の作品は、どれも

力作ばかりで、見応えがありました。一つ一つの作品から、「何に取り組もうか。」「どのように取り組もうか。」から始まり、「ど

うまとめようか。」「どう仕上げようか。」に至るまで、その過程にはご家族の助言や励ましがあったことが伝わり、温かさも感

じました。今回の作品展には、のべ２６０人もの方々にご参観いただきました。ありがとうございました。 

【【【【受賞受賞受賞受賞おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます】】】】    

夏休みに多くの児童がいろいろなコンクールやコンテスト等で見事に受賞しました。その一部を紹介します。 

☆☆☆☆JOCJOCJOCJOC ジュニアオリンピックジュニアオリンピックジュニアオリンピックジュニアオリンピック大会大会大会大会    〈〈〈〈スポーツスポーツスポーツスポーツクライミングのクライミングのクライミングのクライミングの部部部部〉〉〉〉    

《優勝》 田中裕也さん（６年） 

☆☆☆☆多治見市科学作品展多治見市科学作品展多治見市科学作品展多治見市科学作品展    

《金賞》 江﨑凜太さん（１年） 奥村胡実さん（１年） 若尾桃花さん（１年） 東裏旺武さん（３年） 遠藤聡汰さん（３年） 

     坂﨑希実さん（３年） 遠藤優汰さん（５年） 坂﨑巧実さん（６年） 東裏昂士さん（６年） 今井宥芳さん（６年） 

《銀賞》 加藤貴瑚さん（１年） 堀 晴華さん（２年） 林明日翔さん（４年） 本多幸喜さん（５年）  

《入選》 柴田胡多郎さん（１年） 野尻祐衣さん（３年） 坂森恵太さん（３年） 遠藤帆乃香さん（６年） 

☆☆☆☆多治見市科学作品展多治見市科学作品展多治見市科学作品展多治見市科学作品展    

《多治見市議会議長賞》 土屋響生さん（３年） 《多治見美濃焼卸センター協同組合理事長賞》 奥谷玲南さん（２年）   

《岐阜県発明協会長賞》 土屋奏和さん（３年） 《多治見市陶磁器意匠研究所長賞》 松原光希さん（３年） 

《多治見ロータリークラブ会長賞》 藤野帆ノ奏さん（５年） 《努力賞》 宮崎真弥さん（３年） 

☆☆☆☆読書感想文読書感想文読書感想文読書感想文    

《優秀賞》 若尾桃花さん（１年） 今井宥芳さん（６年） 

《優良賞》 加知礼衣さん（２年） 堀 晴華さん（２年） 市原弓槻さん（３年） 石川結菜さん（４年） 天野里菜さん（４年） 

       三好那奈さん（５年） 戸谷桜子さん（５年）  

☆☆☆☆たじみのたじみのたじみのたじみの自然展自然展自然展自然展 2016201620162016 観察画観察画観察画観察画コンクールコンクールコンクールコンクール    

《教育長賞》 渡邉真聖さん（１年） 

☆☆☆☆おおおお皿皿皿皿のデザインコンテストのデザインコンテストのデザインコンテストのデザインコンテスト    

《佳作》 金井駿希さん（６年）    《特別賞》 浅野利侃さん（５年）    

《入選》 江﨑凜太さん（１年） 遠藤聡汰さん（３年） 山本みつきさん（４年） 小木曽芽生さん（６年） 

【【【【運動会運動会運動会運動会にににに向向向向かってかってかってかって心心心心をひとつにをひとつにをひとつにをひとつに】】】】    

  ９月１４日（水）、運動会に向けての第一歩である「結団式」が行われました。今年の運動

会スローガンは、『協力＝強力～一人一人が全力を出し切り、感動を創り出せ！！』 

です。このスローガン達成に向けて、５，６年応援リーダーの響く声と、きびきびとした動作が、

全校児童の気持ちを引き締めます。反り返る体と、体育館に響く全校の声。まさに協力する

ことが強力につながる、たくましくすがすがしい姿です。 

  １０月１５日（土）の運動会に向け、応援練習はもちろんのこと、各学年の練習にもいよい

よ熱が入ってきました。勝っても負けても、そこに向かう過程にこそ価値がある。そしてその過程で培った力が今後の生

活に活かされるように。そう学校では指導しています。ご家庭でもぜひ、励ましの声をかけてあげてください。 

 「待つ」                                                     多治見市教育委員会 

 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。 



14：20～ 15：15～ 16：00～

1
土

みんなで稲刈り（9：00まちづくり田んぼ）

2
日

ミニスポ講習会（午前中　根本小グランド・体育館）

3
月

１～３年 ４～６年 クラブ　教育実習開始 バロー見学３年　心電図検査（４年２次検査・１年欠席者）

4
火

１～４年 ５，６年 運動会係会

5
水

１年 ２～６年

6
木

１～３年 ４～６年 委員会（前期最終）　尿検査

7
金

前期終業式　

8
土

9
日

10
月

体育の日

11
火

１～４年 ５，６年 後期始業式　運動会係会

12
水

１年 ２～６年 運動会全校練習　図書司書来校

13
木

１～３年 ４～６年
運動会全校練習

14
金

運動会全校練習　運動会準備　「挨拶で絆の日」

15
土

運動会

16
日

運動会予備日

17
月 振替休業日

18
火 １～４年 ５，６年 係会（反省会） ※給食なし（お弁当持参）

※まだ変更の可能性があります。　　　　　　　　　　　　　　多治見市立根本小学校

　　１０月の行事予定

日　曜日

下校予定時刻

行事予定

一斉下校14：30

１～４年13：35　　５，６年15：30

18
火 １～４年 ５，６年 係会（反省会） ※給食なし（お弁当持参）

19
水

１年 ２～６年

20
木

１～３年 ４～６年 ALT訪問　福祉体験（６年）　尿検査（２回目）　小泉中職場体験

21
金

１，２年 ３～６年 ALT訪問　福祉体験（６年）　小泉中職場体験

22
土

みんなでいもほり（１０：００～）

23
日

ミニスポフェスタ（終日　根本小グランド・体育館）

24
月

１～３年 ４～６年 クラブ　福祉体験（６年）

25
火

１～４年 ５，６年 委員会（後期１回目）

26
水

１年 ２～６年 児童集会（４年音楽祭）　図書司書来校　

27
木

１～３年 ４～６年 小学校音楽祭（４年生出演　午後の部）　北陵中職場体験

28
金

就学時健診　午前授業　北陵中職場体験

29
土

PTA奉仕作業

30
日

PTA奉仕作業予備日

31
月

１～４年 ５，６年 教育実習最終日

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。

一斉下校12：50



14141414：：：：２０２０２０２０～～～～ 15151515：：：：１１１１5555～～～～ 1111６６６６：：：：００００００００～～～～

1 火 1～４年 ５～６年 ALT訪問　６年福祉体験　集会

2 水 秋のスポーツテスト　尿検査予備日　　南姫小研究発表会

3 木 文化の日

4 金 １～２年 ３～６年 観劇（劇団うりんこ）　根本小人権週間

5 土

6 日

7 月 １～３年 ４～６年 クラブ　身体測定６年・あおぞら　ALT訪問

8 火 1～４年 ６年 ALT訪問　５年社会見学　

9 水 １～６年 ALT訪問　身体測定５年　居住地交流（１－１）　学力向上計画訪問・全校研究会

10 木 １～３年 ４～６年 ALT訪問　身体測定４年　音楽のたね６年

11 金 ALT訪問　市教研（６年２組授業公開）

12 土

13 日

14 月 1～４年 ５～６年 委員会　命を守る訓練　身体測定３年

15 火 1～４年 ５～６年 身体測定２年　研修訪問

16 水 １年 ２～６年 身体測定１年

17 木 １～６年 冬日課開始

18 金 １～６年

19 土 教育の日　教育講演会

20 日

21 月 振替休業日

22 火 1～３年 ４～６年 クラブ　命を守る訓練予備日

23 水 勤労感謝の日

24 木 １～４，６年 ５年自然の家合宿

25 金 １～４，６年 ５年自然の家合宿　６年社会見学

26 土

27 日 PTA資源回収③

28 月 1～４年 ５～６年 委員会

29 火 1～３，５，６年 ４年社会見学

30 水 １年 ２～６年 ALT訪問

親子一斉下校１１：０５

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。

※まだ変更の可能性があります。　　　　　　　　　　　　　　多治見市立根本小学校

　　１１月の行事予定

日　曜日

下校予定時刻

行事予定

一斉下校１３：１５

※６年２組は授業公開のため１５：１５

一斉下校１１：３５


