
多治見市立根本小学校 校報

平成 28年 7月 20日 No.5

「その時、その場で、そして続ける」
校長 加納 素介

学校では、子ども同士のトラブルや生活態度について指導することが日々あります。ある小学

校で生徒指導に関わる次のような児童への問いかけがありました。「意地悪やいたずらをしたと

き、友だちから注意をされたら、あなたならどうしますか？」次の３つから選びましょう。

① 自分が悪いので素直に認めてすぐ直す。

② 友だちの注意を無視して続ける。

③ 注意した人に意地悪をしたり、靴を隠したりして仕返しをする。

調査の結果、①は 99.3%でほぼ全員の児童が健全である数字が出ていました。さすが小学生で

す。学校や家庭、地域での教育が功を奏していると感じます。②＋③＝ 0.7 ％の児童が、「言わ

れたら言い返す」「なんで先生でもないのに、友だちに注意されるのか」「人から何か言われた

くない」と答えたそうです。根本小学校が目指すのは、①のように答えられる児童の育成です。

素直な心で、行動に移せる児童は、健やかな成長ができるからです。

時折、学校にも児童の危険な行動やいたずらなどの情報が寄せられます。その時、十分に聞き

尽くし、お詫びして、よく確かめてから指導することを伝えます。その時、「子どもたちには、

その場で指導頂けると効き目があるのですが・・・。」などと付け加えることもあります。その

ような時、先方が言われる内容は、大まかに次の４つがあります。

①「何を言っているのですか。どうして私が注意しなければいけないんですか。子どもに教え

るのは学校じゃないですか。それが教師の仕事じゃないですか。」

②「注意するのはちょっと難しいです。先ずは、学校できちんと指導してください。」

③「注意はしましたがまたやってます。こちらが電話したことは言わないでください。」

④「はい、きつく叱っておきました。念のために学校にも知らせておきます。」

学校としては、子どもたちの情報を頂けるだけでも有り難いことです。それでも、「その時、

その場での指導」が子どもにとって最も効くことは確かです。特に夏休み期間中は、子どもたち

は家庭や地域で過ごします。そんな時に周りにいる大人が、その場で、ためらわずに指導をして

くだされば、子どもたちはより安全に健やかに生活できると思います。

「大人が声を掛けていくことで子どもは変わる」を実感したエピソードがあります。６月に開

催された「少年の主張大会」の中にあった次のような内容です。

小さい頃から、畑仕事をしているおじさんに笑顔であいさつをしてもらっていたが、恥ず

かしくてあいさつを返せなかった。６年生になって、そのおじさんにあいさつをしていない

子を見た時、おじさんの気持ちが気になり、自分からあいさつできるようになりました。

おじさんの一声から、気持ちのよいあいさつが返せるようになるまでに、数年が必要でした。

しかし、おじさんは、いつも笑顔であいさつをし続けてくださいました。そして、その子が主張

大会に出るまでに成長したことをとても喜んでみえました。「その時、その場で、そして続け

る」ことで、子どもは変わる、そして成長できることが、しみじみと伝わってくる出来事でした。

～感謝で夏休みを迎え、笑顔で過ごしたい～
夏休みは、どうしても保護者や教師の手と目が児童から離れることがあります（心は離れてい

ませんが）。そこで大切になるのが、子どもの「適切に判断できる力」です。学校では、登下校

の安全や感謝の示し方を、通学班委員会が児童集会で実演しました。アイコンタクトを通して、

自分の目で安全か危険かを判断する力は、夏休み期間中、特に必要な力です。

感謝で夏休みを迎え、笑顔で夏休みを終え、児童が元気に登校できることを願っています。

笑顔で登校 感謝で下校
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《校内作品展の開催

８月３０日（火）午前９時００分～１７時００分

３１日（水）午前９時００分～１７時００分

※児童の作品を体育館に展示します。ご来校の際

は、高根調理上跡広場に駐車し、直接体育館から

お入りください。小さいお子様をお連れの方は、

作品に触れないようにご注意お願いします。
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行事予定
1 月

2 火

水

　　8月の行事予定

プール開催・下校予定時刻
                                                   　　　　　　　　　多治見市立根本小学校

プール開催日　１部：A　　２部：B　　

プール開催日　１部：B　　２部：A　

日　曜日

プール開放なし3 水 得意セミナー体操跳び箱（本校会場）　図書司書来校

4 木 プール開催日　1部：Ｂ　　2部：Ａ

5 金 プール開催日　1部：Ａ　　2部：Ｂ

6 土 夏祭り（根本交流センター）

7 日

月

プール開放なし

プール開催日　１部：B　　２部：A　

《プール開催日》

７／２６（火）～８／９（火）

※８／３（水）はプール開放はあり

ません。

１部 ９：００～１０：０５

２部１０：２５～１１：３０

《更衣室》

8 月

9 火

10 水

11 木 山の日

12 金

土

プール開催日　１部：B　　２部：A　

プール開催日　１部：A　　２部：B

《更衣室》

・男子＝体育館

・女子＝会議室，図工室

Ａ地区

・旭ヶ丘・松坂・高根

・学童第1たじっこクラブ

Ｂ地区

・根本・北丘・昭栄

・西山・明和

・学童第2たじっこクラブ13 土

14 日

15 月 ８月２０日代休

16 火

17 水 図書司書来校

18 木

・学童第2たじっこクラブ

中止の場合は携帯メールでお

知らせします。

18 木

19 金

20 土 職員会　教育フォーラム

21 日

22 月

23 火23 火

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日 PTA資源回収②28 日 PTA資源回収②

29 月 夏休み後全校集会　作品展作品搬入　図書返却

30 火 体重測定（6年）・あおぞら　作品展（９：００～１７：００）

31 水 体重測定（5年）　作品展（９：００～１７：００）　図書貸し出し開始
SSW・図書館司書来校

集団下校１３：１５　（４時間授業）

集団下校１３：１５　（４時間授業）

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。

集団下校１３：１５　（４時間授業）



14：20～ 15：10～ 16：00～

1 木 １～６年 ＊５時間授業　体重測定（４年）

2 金 １～６年 ＊５時間授業　体重測定（３年）

　　９月の行事予定

日　曜日
下校予定時刻

行事予定

2 金 １～６年 ＊５時間授業　体重測定（３年）

3 土 第60回多治見市科学作品展（9：00バロー文化ホール）

4 日 第60回多治見市科学作品展（9：00バロー文化ホール）

5 月 １～４年 ５，６年 体重測定（２年）　委員会

6 火 １～４年 ５，６年 体重測定（１年）

7 水 1年 ２～６年 心電図（１，４年）7 水 1年 ２～６年 心電図（１，４年）

8 木 １～３年 ４～６年 ２年社会見学

9 金 １，２年 ３～６年 歯科指導

10 土 発明工夫展（産業文化センター）

11 日 発明工夫展（産業文化センター）

12 月 １～３年 ４～６年 歯科指導　クラブ12 月 １～３年 ４～６年 歯科指導　クラブ

13 火 １～６年 歯科指導　全校研究授業（５－３）

14 水 １年 ２～６年 集会（結団式）　大原川探検（4年）　ALT訪問

15 木 １～３年 ４～６年 ALT訪問

16 金 １，２年 ３～６年 ALT訪問　1年社会見学　SSW来校

17 土 土曜学習わがまち大好き講座「美濃焼名人になろうⅡ」17 土 土曜学習わがまち大好き講座「美濃焼名人になろうⅡ」

18 日

19 月 敬老の日

20 火 １～４年 ５，６年 命の大切さを考える集会　委員会

21 水 １年 ２～６年

22 木 秋分の日22 木 秋分の日

23 金 １，２年 ３～６年

24 土

25 日 PTA資源回収②予備日

26 月 １～３年 ４～６年 クラブ

27 火 １～４年 ５，６年 運動会係会①27 火 １～４年 ５，６年 運動会係会①

28 水 １年 ２～６年 大原川探検予備日（4年）　学校図書司書来校

29 木 １～３年 ４～６年

30 金 １，２年 ３～６年

＊９月中旬～下旬に、休み時間における命を守る訓練実施の予定です。


