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・   校長 三宅 裕―

後期が始まり、学校は後半戦がスタートしています。読書の秋、スポーツの秋のまつただ中、

根本小学校の子どもたちは日々の授業に全力で取り組んでいます。前期の自分を振り返り、よか

ったところはさらに伸ばせるよう、だめだつたところは少しずつよくしていけるよう、各々が目

標を持ったスタートが切れています。その頑張りを継続できるよう、おうちの方々の3差かい励ま

しや声かけを、今後もお願いします。

後期始業式、全校児童に以下のような話をしました。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

今日は「時間を大切に使う」というお話をします。

みなさん一人一人、時間は平等に持つているわけですが、「時間を大切に使う」とはどういう

ことだと悪いますか?
みなさんは今朝、起きてから学校に来るまでに何をしましたか。ご飯を食べましたね。歯磨き

もしましたね。 トイレにもいきましたね。今言つたことはすべて自分のために使つている時間で

すね。他にも、着替えるとか、勉強するとか、ゲームをするとか・・ 0、 これらはみんな自分の

ために使つている時間です。

ところでみなさんは、自分以外の人のために時間を使つたことがありますか? よ<考えると

ありますよ。たとえば、学校で掃除をする、家でお手伝いをする、反だちの相談にのる、お花に

水をあ|ずる、これらのことは自分以外の人や物のために時間を使うことになります。

これからは、自分のためにだけ時間を使うばかりでな<、 人のためにも使う時間をつ<つ てほ

しいと思います。

人のために時間を使える人は日いやりのある人だと用います。自分に何ができるか考えてほし

いと思います。自分以外の人、命があるのは人間だけではありません、動物や植物も命がありま

すが、自分以外の命があるもののために時間を使う人間になつてほしいと思います。それは、命

を大切にすることにもつながります。

今日から、根本小学校の551名 のみなさんが生活する後期が始まります。551名 一人一人

が時間を大切にし、自分のためだけでな<他の人のために時間を使うことができる。そうするこ

とで、みなさんは楽しい学校生活を送ることができます。仲のよい学級・学校につながると思い

ます。

後期もた<さんの行事があります。それらにどうのように取り組むか、

それも時間を大切に使うことにつながります。楽 しいことが多いと思いま

すが、時にはうま<いかないことがあるかもしれません。反だちとぼつか

ってしまうことがあるかもしれません。そんなときは、「他の人のために自

分の時間を使おう」という気持ちで臨んで<ださい。きつとよい方向に向

かうはずです。全校のみなさんの後期の活躍に期待します。



全校で創 り上げた運動会 !!
昨年、一昨年は天候に恵

まれず、 2年連続の弁当無
しでの運動会で したが、今
年は暑 くもな く寒 くもない

絶好のコンディションの中、
運動会を開催す ることがで
きました。 5～ 6年生は、
自分たちの係の仕事に一生
懸命に取 り組み、競技にお
いても全力を尽 くして頑張
る姿があ りま した。 4年生

以下には良い手本となったことと思います。
競技の結果としては、総合優勝は赤団、応援優勝は青団という結果にはなりましたが、競技の得点も

応援の得点も僅差で勝敗がつきました。勝敗をつけなければならないので仕方がありませんが、勝ち負
けだけではなく、今までの取組がどうであったか、自分たちが全力を出し切れたかどうかだと思います。
その′点からいったら、どの団も競技 。応援に於いて優勝をあげて良からた気がします。

ただ、忘れてはいけないことは、行事だけに全力を注ぐのではなく、行事を通して日常生活の向上を

図るということです。更なる成長を期待しています。
運動会終了後には保護者・地域の皆様にはテン ト等の片付けをお手伝いいただきありがとうございま

した。また、前 日の準備や当日の駐車場係などお手伝いを頂いたPTA本 部役員の皆様にも併せてお礼
申し上げます。

あいさつで絆の日 〔10月 15日 〕
10月 15日 は、今年度第

2回 目の「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」を

行つています。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。「あいさつで絆の日」を前に、学校内でも大きな声が響き

渡っていました。大きな声で挨拶をすれば良いのではなく、心に響く挨拶をすることが大切です。ご家
庭でも「おはようございます」、「こんにちは」、「こんばんは」、「さようなら」などの挨拶の意義につい
て話していただけるとありがたいです。子どもたちも意義について理解できると、自然と挨拶ができる
ようになると思います。

「子どもの安心・安全な生活を目指して」

教育相談室では、「親育ち4
ような取組を行っています。

多治見市教育委員会
3・ 6・ 3た じみプラン」の一環として、平素の業務において次の

話、面談等の相談業務
どもたちの安ib e安全な生活に関すること
ンクルーシブ教育等の特別支援教育に関すること

今回は、②に関する取組の―つについてお伝えします。子どもを取り巻<環境をより良くしたいと

いう願いのもと、特に「情報モラル教育」に重点を置いています。例えば、 PC、 スマホ等の使用方

法についてです。その使い方次第で子どもたちは被害者になり、安易な個人情報のアップロー ドなど

によって加害者にもなり得ることがあります。そうしたことを防ぐためには、フィルタリングをかけ

るだけでな <、 夜の保管場所やメール等のやりとりの確認などについて親子で使い方の約束をするこ

とが必要です。親育ちが目指す「家庭の教育力の向上」が、親子の良好な関係を築きます。子どもた

ちが犯罪に巻き込まれないように、常日頃から子どもとのかかわりや絆を密なものにしておくことが、

子どもの今と未来をより明るくすることだと意識して業務に取組んでいます。

親育ちコーナー



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

行事予定14:20～

高齢者擬似体験6年 社会見学1年

根本小人権週間～9日

一斉下校 12:50 研究発表会(共栄小)おんがくのたね6年③

ハイパーQU2回 目(5.6年 )尿 検査(予備 日)

親子一斉下校 11:15 教育の日口教育講演会 (午前3時間授業・給食なし)

体重測定6年・あおぞら

体重測定5年  千窯見学3年

一斉下校 13:15 自然の家合宿5年 市教研

(5年色別下校 )

冬 日課開始 体重測定4年

体重測定3年

体重測定2年  持久走取組開始

体重測定 1年

1～ 6年 12:50集 団下校

薬物乱用防止教室6年

社会見学4年・6年 (バス下校 )

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

日 曜日
下校予定時刻

行事予定14:20～ 15:20～ 16:05

鱚

2 月 1～ 4年 5,6年 委員会 鱚

3 火 1～ 6年 持久走大会2,3,4校時 ・        墓 巫
4 水 1.2年 3～ 6年 持久走大会2,3,4校時          写

~υ

5 木 1～ 6年 持久走大会予備日

6 金 1～ 6年 全校集会 (生活)多治見市美術展 (バロー文化ホール 9:00～ 21:00)

9 月 集団下校 13:30 獅ヨ I 教口曇火/1ヽ
:L」 ノヽ ■雰日本 d`リ r佃 1葬言火廿日口日rh⌒ 口 ■日1

10 火 集団下校 13:30 個人懇談② 朝の会   8:15～ 8:25
第1校 時  8:25～ 9:10
第2校時  9:¬ 5～ 10100
第3校時 10:20～ 11:05
弔4校時 11:10～ 11:55
帰りの会  11:55～ 12:10
給食   12110～ 12:55
掃除    12:55～ 13:10

水 集団下校 13:30 個人懇談③ PTA本部役員会19:00

12 木 集団下校 13:30 個人懇談④

13 金 集団下校 13:30 個人懇談⑤

囮 焉 獨 冤 刹 魃

16 月 1～ 3年 4～ 6年 クラブ  図書返却最終日

17 火 1～ 6年 第3回家庭教育学級 (コサージュ作り)

18 水 1～ 6年  14:55

19 木 1～ 6年

20 金 1～ 6年
盗

澤

23 月 1～ 3年 4～ 6年 1,3,4年図書貸し出し クラブ    燿繭(p
24 火 1～ 6年 2,5,6年図書貸し出し

25 水 1.2年 3～ 6年 .囃 ¬
26 木 集団下校 14:00 冬休み前全校集会 冬日課終了

糀
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。


