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多治見市立根本小学校

平成30年 11月 1日
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校長 三宅 裕一

朝晩には、涼しいほどになりました。読書の秋、スポーツの秋のまつただ中、子どもたちは授

業に全力で取り組んでいます。後期が始まり、新しい委員会活動も始まりました。572人 の児

童のために、教職員―丸となつて取り組んでまいります。

「折々の遊ぶいとまはある人の いとまなしとて書よまぬかな (本居宣長)」

遊 6ヽ暇がある人も時間がないと言つて、本は読まないものだという意味だそうです。昔も今も同

じことが言われていたようです。テレビやゲーム、楽 しい遊びがた<さんあり、パソコンやスマ

ホで簡単に情報が手に入るのですから、「言売書離れ」が加速しても、不悪議なことではありませ
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しかし、人間模様を楽 しみながら物語などをじつ<り読む、事典などでとことん調べる等は、

実に楽しいものです。また、子どもの頃に読んだ本の影響で、生き方が変わつた、自分の進む道

を見つけたという人もいます。本をじっ<り読むと、自分と違う世界、体験できない世界、自分

と異なる考えや生き方、思いもよらないすばらしい出会いもあり、考える力、想像力、感性も育

ちます。

本校では、読み間かせをする、大人が読書をしてモデルを示す、本を紹介するなど、ご家庭の

協力も得て、子どもたちと本との出会いを大切にしてきました。読書の秋に、ご家庭でも応援を

お願いします。
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これは11月のめあてです。本校では毎年、 11月に行う教育の日 (授業参観・今年度は11
月 10日に実施)までの一週間を、根本小人権週間と位置づけています。世界人権宣言のなかに

は、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、尊厳と権利において平等である」と謳

われています。

本校では、すべての学級で人権週間の期間中の道徳や学活の授業で、意図的に人権やいじめ、

温かい人間関係に関わるような授業を行い、改めて身の回りの人権について考える機会としてい

ます。私たちは、ややもすると自分のことだけを考えてしまいがちですが、子どもたちには、周

りの人を思いやる心を持ち、そのlLh」Iを形として表してい<ことが重要であること、周りの人を大

切にすることは、何より自分自身を大切にすることにつながることに気づいてほしいと願つてい

ます。

また、この期間中、「あったかい言葉かけ運動」の作品募集も行います。積極的に応募してい

ただけるとうれしいです。



命を守る訓練 !

今年度 2回 目の 「命 を守

る引1練 」を実施 しま した。

今年は、雨が多 く、この訓

練 も 9月 に予定 してお りま

したが、延期、延期で前期
の終業式にやつと行 うこと

ができました。

今回は、大地震が起き、

校内の放送器具が使用でき

なくなつて しまい、人の声

(先 生の声)だ けで避難を
しなければいけないという想定で実施 しました。地震発生後には、家庭科室より出火を発見し、避難 し

ました。通常の避難経路が使えないときや停電で放送機器が使用できないときに、どのように避難する

かを判断することが目的でした。
「お」・・ 。おさない
「は」・・・はしらない
「し」・・ 。しゃべらない
「も」・・ 。もどらない を合い言葉に迅速な行動がとれました。
ご家庭でも、いつ災害が起きても避難できる態勢を作っておける

行事予定でもお知 らせ しま

したが、 10月 15日 は、「あ

いさつで絆の日」で した。

多治見市青少年 まちづ くり

市民会議では、挨拶を通 して、

人 と人 との絆 に気づき、絆 を

築 くことを 目標 として市内一

斉に 「あい さつで絆の 日Jを
行 っています。根本小学校で

も児童会 を中心に全校 の児童

が気持ちの良い挨拶、学校中に響き渡る挨拶を願つて日々活動しています。ご家庭でも「おはようござ

います J、
「こんにちは」、「こんばんは」、「さようなら」などの挨拶言葉が自然と飛び交 うようになると

良いですね。また、挨拶の意義についても話し合えると家庭、地域に広がることと思います。
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ケータイ使用ルール作 り 「他律」から「自律」ヘ 多治見市教育委員会

兵庫県が一昨年改訂した青少年愛護条例では、県内すべての人に 「青少年のインターネット利用に

関するルール作 りの支援」を義務づけています。ポイン トはルールを作るのは青少年自身だというこ

とです。大人が作ったルールを押 し付けても、子どもたちは守らないことが分かってきました。それ

では子どもたち自身にルールを考えさせよう。そ ういう思いが込められた条例だと解釈 しています。

条例制定の流れは、「所持禁止」から「大人によるルール提示Jに移行 し、さらに 「子どもたち自

身によるルールの制定」に移行 してきました。この流れは 「他律から自律」への流れです。大人が決

めたルールに子どもを従わせる (他律)の ではなく、子どもたち自身で自分たちの行動を考えさせる

(自 律)の です。
これからは携帯電話等の使い方を考えることを通して、子どもたち自身に自分の生活について考え

させるきつかけを提供 していくことがメインになつていきます。そうい う考えに私たちの社会は切 り

替えていく必要があります。
(竹内和夫 :兵庫県立大准教授 日本教育新間 4.16よ り)



11月 の行事予定
※まだ変更の可能性があります。 多治見市立根本小学校

日 曜 日
下校 予定時亥リ

行事予定14:20～ 15:20～ 16:05

1 木 1～ 3年 15:20 4～ 6年 15i35下校 観劇(かかし座 )

2 金 1.2年 3～ 6年 社会見学 1年

5 月 一斉下校 15:10 教育長訪間  」AFスクールセーフテイ事業4年
人権週間～10日

6 火 一斉下校 12:50 就学時健診(13:05～午前授業・給食あり)高齢者体験6年

7 水 1年 2～ 6年 ハイパーQU2回 日 高齢者体験6年

8 木 1～ 3年 4～ 6年 薬物乱用防止教室6年 尿検査(予備 日)

9 金 1,2年 3～ 6年

10 土 一斉下校 11:30 教育の日口教育講演会 (午前3時間授業口給食なし)

13 火 1～ 3年 4～ 6年 身体測定6年・あおぞら

14 水 1年 2～ 6年 身体測定5年  千窯見学3年

15 木 1～ 4,6年 自然の家合宿5年 冬日課開始

16 金 1～ 4,6年 ↓ (5年色別下校)

19 月 1～ 4年 5,6年 委員会 身体測定4年

20 火 1～ 6年 身体測定3年

21 水 1,2年 3～ 6年 身体測定2年 全校集会 (学習 )

22 木 1～ 3,5,6年 15:20 身体測定 1年 社会見学4年 (色別下校)持 久走取組開始

26 月 1～ 3年 4～ 6年 クラブ

27 火 1～ 6年

28 水 1,2年 3～ 6年

29 木 1～ 6年

30 金 1～ 5年 社会見学6年(色別下校 )

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。



12月 の行事予定

※まだ変更の可能性があります 多治見市立根本小学校

14:20～ 15:20～

持久走大会2,3,4校時

持久走大会2,3,4校時

持久走大会予備日

全校集会 (給食)給食キャンペーン(～ 12/19)

集団下校 13:20 個人懇談① 第3回家庭教育学級(コサージュ作り)

集団下校 13:20
PTA本部役員会 19:00～

集団下校 13:20
【個人懇談期間中の日程】

朝の会   8:15～ 8:25
第1校時  8:25～ 9:10
第2校時  9:15～ 10:00
弟3校時 10:20～ 11:05
第4校時 11:10～ 11:55
帰りの会  11:55～ 12:10
給食   12:10～ 12:55
掃除    12:55～ 13:10
集団下校 13:20

個人懇談④集団下校 13:20

個人懇談⑤集団下校 13:20

クラブ 図書返却最終日

大掃除始まり～26日

1,3,4年 図書貸し出し

2,5,6年図書貸し出し

社会見学3年

集団下校 14:00 冬休み前全校集会 冬日課終了

予定時刻は一応のめやすですので、5～ 10分の誤差はお許しください。


