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～「 自分の経験を伝えることで・・・ 」～

校長 三宅 裕―

2019年 も残すところあと 1か月となりました。ついこの前、令和の時代が始まつたと思つ
ていたのに、本当に時間が過ぎるのは早いものです。4月 よりここまで、保護者や地域の皆様に
は、本当に多<のご支援をいたださ、深<感謝申し上げます。

「自分は長い間この仕事についているんだなあ」と気づかされることがあ

ります。それは、自分が受け持ち卒業 していった子どもたちが親になり、彼

らの子どもたちが自分の勤めている学校に入学 してきた時です。親となった

元生徒の面影を感 じさせる彼らを見て、「親さんの子どもの頃にそ っ<り だ

な |」 と思うと同時に、時の流れの速さをひしひ しと感 じます。

そんなことを思っていたとき、かつて私が中学校の教頭時代、ある担任が

こんな話をして<れたことを思い出 しました。なかなか落ち着かな<て、さ

まざまな問題となる行動を起こす生徒がいました。担任であった彼は、ある日、指導も含めて保
護者と話し合うために家庭訪間をしました。話し合いが終わって帰ろうとした時、母親がぽつり
とつぶやいたそうです。「自分が中学生の時、まともな学生生活を送ってないのに、子どもに『さ
ちんとしなさい |』 とはとても言えない」と。それを聞いたとき私は、わかるような気もします
が、まてまて本当にそうだろうか、何かおかしいのでは・・ 0と も用いました。はたして、(私

も含めて)胸を張つて「自分は文句のつけようのない学生生活を送ってきました |」 と言い切れ
る人はどれ<ら いいるのでしょう。多<の人が、何かしら苦い、そして辛<悲 しい思いを経験し

てきていると思います。先生や親に0七 られたこと、同級生に笑われたこと、反だちに裏切られた
こと・・・など、できることなら記憶から)肖 してしまいたいと思つている過去を背負っているの

ではないでしょうか。だからこそ、親はわが子に「自分とFmJじょぅな思いはさせた<ない。して

ほし<ない。」と思いながら生き、子育てをしていると思います。親だからこそ、自分が失敗や

成功から学んだ経験を「教訓」(=財産、文化)と してわが子に伝えていけばいいと悪うのです。
これも、子育ての大切なひとつではないでしょうか。抜けた部分があり、ヘマをしたり、失敗し

たら反省し、明る<頑張る。そして、どんな小さな前進でもみんなで

喜び含える。こういう人間<さ いところ、人間としての33さ を気取ら

ずに表現できることこそが、子どもたちに安心感を与えるのではない

で しようか。それは、教師も同じだと思います。やがて、これがどん

な失敗にもめげない明る<前向きな子どもが育つ力になるのだと確信

しています。そして、そんな親だからこそ子どもは誇りに思い、心か

ら尊敬するのではないでしょうか。



劇団うりんこによる「学校ウサギをつかまえる」
10月 29日 (火 )に は、劇団 うりんこによる「学校 ウサギをつ

かまえる」を見ました。劇だつたので、役者 さんの動きや台詞の強
弱、迫力のある動きなど子どもたちは食い入るように見つめていま
した。良いものを観ると、目が肥えるだけでなく、心まで成長 した

ような気がします。濠1を観て楽 しむことも大切ですが、その奥にあ
るもの、劇団の人たちが伝えたいと思つていることを感 じることが

できると最高です。子どもたちの感想にも「面白かった。」というこ

と以外に 「濠1団 の人が頑張つている姿に感動 した。」とい うような感

想もあり子どもたちは何かをつかんでくれたような気がします。

授業参観・ P tt A教育講演会への

11月 9日 (土)の
うございま した。講
き、子 どもが整理整
対 しての声かけなど
参加 された保護者は
る方も見えました。

参加ありがとうございました
授業参観 と教育講演会に参加 してくださりありがと

師に整理収納ア ドバイザーの 「大島里美 さん」を招
頓をするための方法や整理整頓ができない子どもに
について、具体的な方法を説明していただきました。
「うん うん」と頷きながら聞かれる方や質問をされ
とても良い講演会になりました。

1年生の動物園では、「きりん」の前で記念撮影、 2年生の水族館では、不思議な生き物を観察やイル

カショー、 5年生の自動車工場では車が完成するまでの過程を見学したり記念撮影をしたりして、各学年
ともそれぞれ満足 して帰つてきました。 目当てをもち、グループごとに行動できるように頑張りました。

「学校に置いていうてもよい学用品について」
児童の登下校時の負担軽減の観点から、以下の教科書を学校に置いていってもよいものとします。

音楽  図工 道徳  生活 英語 保健  書写

社会科資料集  地図帳 わたしたちの多治見市 (社会科副読本 )

もちろん毎回持ち帰 り、毎日の復習や予習など家庭学習に活かすこともよいと思います。この機会に、
お子さんと持ち帰 りの教科書についてお話 ししていただけるとよいかと思います。よろしくお願いいたし

ます。

親育ちコーナー
「 11月 20日 はた じみ子どもの権利の日」

多治見市教育委員会

多治見市では、子 どもの権利に関する条例に基づき、11月 20日 を「たじみ子どもの権利の日Jと 定め、子ど

もの権利についての関心や理解を深めていただく取 り組みを行っています。

子どもの権利の 1つ に「参加する権利」があり、くらし人権課では年に 1回、11月 から12月 の間で、学校も学

年も違 う小学生から高校生までの子 どもたちが集まって、多治見市のまちづくりや市政について話し合 う「た

じみ子ども会議Jを開催しています。
たじみ子ども会議は、普段の生活の中で、いきいきと自分らしく生きていくために必要と思 うことを自由に

発言できる場です。今年は、12月 15日 (日 )13時30分 から16時までの開催で、「10年前の理想からどうなった?

そしてどう変わりたい ?～考えよう。つくろう 子どもの居場所～」をテーマとして、子どもの視点による子

どもの居場所について話 し合います。詳細は、市のHPや公共施設においてあるチラシをご覧ください。たく

さんの方々の参加をお待ちしています。



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 日程日
下校予定時刻

行事予定14:20- 15:20～ 16:05

1 日 資源1回 J文予1備1日■■■■■‐ ■|| | |‐■|||■|あ 1重

2 月 1～ 4年 5,6年 委員会                  運

跛3 火 1～ 6年 持久走大会①4年 ,②2年 ,③5年      α

4 水 12年 3～ 6年 持久走大会①3年 ,③ l年 ,④6

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)

7 土 多治1見1市1美術1展(バ由|■1文

`ヒ

ホ|■ル 9‐■00～ 21:00)

8 日 多1治‐見市美術展 ('|ヽ 口‐文化ホール 91001～ 1,:00)

9 月 集団下校 13:30 個人懇談①
【個人懇談期間中の日程】

朝の会   8:¬ 5～ 8:25
第1校 時  8:25～ 9110
第2校時  9:15～ 1000
第3校時 10:20～ 11:05
第4校 時 1¬ :10～ 1¬ :55

帰りの会  11155～ 12:¬ 〇

給食   12:¬ 0～ 1255
掃除    12155～ 13110

10 火 集団下校 13:30 個人懇談②

水 集団下校 13:30 個人懇談③ PTA本部役員会1900
０
４ 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

14 土

一５

日

16 月 1～ 3年 4～ 6年 クラブ
７
′ 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 図書返却最終 日

20 金 1～ 6年
^

21 土

2‐2 日

23 月 1～ 3年 4～ 6年 1,3,4年 図書貸し出し クラブ

24 火 1～ 6年 2,5,6年図書貸し出し _7瀧 プ R・ ヘ
25 水 12年 3～ 6年 い

26 木 集団下校 14:00 冬休み前全校集会 冬 日課終了

2171 ．金 開薇口■1冬季体業日開始|■■■■ ||1善

28 土 だ

９

一

２

一
日

310 月

31 火 十 由 ロ

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。



1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


