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新 しい元号「令和」になつて 8か月、早いものでもう年の瀬を迎えました。 2019年 の日本

はどんな年だつたので しょうか・・・ 。平成天皇が退位され、皇太子殿下が第 126代 天皇陛下

に即位された年、ラグビーW杯で日本中が盛り上がつた年、東日本や九州などで台風大雨被害が

相次いだ年、消費税率が8%か ら10%に 引き上げられた年 。・・ 、さまざまな出来事がありま

した。いよいよ2020年 、東京オリンピックが開かれる年です。明るい話題の多い 1年になる

ことを願つています。 2019年 、保護者や地域の皆さまには、本校教育活動に関 しまして数反

のご支援をいただき、深<感謝申し上げます。

根本小学校の教育目標は「ともにかがや<根本の子 ～かしこい子・や

さしい子・た<ま しい子～」です。「かがや<子に必要なものは何か ?」

と問われたら、その一つはきつと「自信」でしょう。特に子どもたちにと

っての「自信」は、何にも代え難いエネルギーとなり、根底でやる気につ

ながる財産であると思つています。「自信」というのは、自分の心の中に

つ<るもの、自分で感じるものです。人に認めてもらうものではありませ

ん。ましてや、他と比較するものでもありませんから、「自信」をな<すことなどないのです。

しかし、人間は弱い存在です。不安がいつも襲つてきます。ついつい他人と比べて自信をな<し
たりするのです。だからこそ、ほんの少しのことでも人から認めてほしいのです。そうすると安

心できるのです。子どもなら、大人以上にそう思つていることでしょう。先に生まれた大人 (親 )

は、何度もそんな経験をしてきていますから、きつと子どもの気持ちにうなずけるはずです。そ

んな子どもたちの願いに応え、lbの隅にある「やる気」に灯をつける役目が大人 (親・ 教師)の
仕事になります。いつも肯定的に子どもを見ようとしていけば、きっと子どもの目がキラキラ輝

<よ うになると信じています。

親ですから「わが子が一番 !」 は当たり前です。誰もがそう思つています。だからこそ、わが

子が多<の人に認められるためには、多<の人の目にさらされることが必要だと思います。注意

もされます。0七 られもします。そんな中でわが子は人のlbに残り、存在感が生まれ、気にかけて

もらえる人間になつてきます。もまれることで、た<ま し<な つてきます。この世の中で、多<
の人の中で生きてい<。 これほど大切なものはないと思つています。

学校と家庭・地域のさまざまな経験の中で、子どもたちに自信をつけさせることで、キラキラ

かがや<根本の子を育てていきましょう。

いよいよ明日から 12日 間の冬体みです。毎年思うことですが、年

末年始の慌ただ しさのなかで、冬休みはあつという間に終わ って しま

います。あまり欲張らせず、「これだけは |」 という計画を立て、やり

通 したという実感を味わうことができるように、子どもたちにア ドバ

イスをお願い します。また、家族の一員として、家の仕事も役害」を決

めて、ぜひ冬休み中、毎 日実行させて<ださい。そ して 1年を振 り返

り、新 しい年に向けて、決意や目標を決めることもぜひや つてみてほ

しいです。どうぞ、よいお年をお迎え<ださい。



持久走大会 !!
冬晴れのもと、 12月 3日 (火 )、 12月 4日 (水 )の二 日間

恒例の持久走大会があり、 3日 (火)に 4年生、 2年生、 5年
生、 4日 (水 )に 3年生、 1年生、 6年生が実施 しました。

子 どもたちは、自分たちの精一杯の力を出して走 りきりま
した。子 どもたちの中には持久走が苦手で 「持久走はいやだ

なぁ」「雨が降って中止にならないかなぁ」 と思 う子も少な
くありません。大人でもいやなことからは逃げ出したくなる
ので、そんな気持ちになってもおかしくありません。でも走
りきつたときの充実感、達成感は走った本人にしか味わうこ

とができません。持
久走というと順位が

先に来てしまい、持久走の意義については後回 しになってし
まいます。持久走の授業は、中学校に行つても、高校に行つ
ても、ほとんどの学校であります。心肺機能を鍛えて丈夫な
身体を作つてもらいたいです。

当日は、多くの保護者の方にも参観 していただき、精一杯
走る姿をご覧に入れることができたと思います。温かい拍手
と声援もあ りがとうございました。温かい拍手 と声援が力 と
なり、最後まで頑張れた子 どもたちもたくさんいました。こ

れからの学校生活に生かしてもらえることを期待 します。

第 3回資源回収
11月 24日 (日 )第 3回資源回収を実施 しました。

今回は、天候があまり良くなかったこともあり収益金はあまり多
くありませんでしたが、PTA本 部役員の方はもとより、地区委
員、家庭教育委員、学級委員、保護者の皆様、さらには地域の皆
様のおかげで何 とか実施することができました。ありがとうござ
いました。

収益金に関しましては、本校の教育活動に有意義に活用させて
いただきます。資源回収の収益金を報告させていただきます。

冬季休業中の緊急連絡先について
先 日、多治見市教育委員会から閉庁 日についてのお知らせをさせていただきましたが、 12月 27日

から 1月 6日 までは閉校 日となります。学校職員も不在のため、学校に連絡をされても対応することが
できません。

万一、子どもさんが救急車で運ばれたり、事故に遭ったり緊急を要する件に関しては、下記の電話番
号まで連絡を下さるようお願いします。

段ボール

新聞・・

雑誌・・

。24,480円
・81,410円
。22,680円

牛平しパ ック・ 。・ 1,820円

古着等・・・・6,120円
アル ミ缶・・・・19,600円

言+     156.11

多治見市補助金

総 合 計    156.110円 +136.640円 =292,750円
※収益金については、児童のために還元させていただきます。

段ボール・

古着等・・
12,240円
。6,120円

牛乳パック・

雑誌・ 。・・・

特別奨励金 。・

・ ・ 1,040円
。・15,120円
・50,000円

新聞 。・・・・46,520円
アル ミ缶・ 。・・5,600円

合  計   136,640円

緊急連絡先 070-3116-8290



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

日 曜日
下校予定時刻

行事予定14:20 15:20 16:05

8 水 13:55集団下校 冬休み後全校集会 4時間授業

9 木 1～ 3年 4～ 6年 書き初め展準備 集会 (保健委員会)

10 金 1.2年 3～ 6年 身体測定6年・あおぞら 書き初め展1日 目 図書返却最終日

勒 |はダSヽR雹鰈ミ贔ヾ淋趙薇兆
平
躙

舅 藝烈惚膠維 嘲ヾ鱚飩:掠閻六陽
靱 緻閻靱鐵沐呻吻整鉤

14 火 1～ 6幻巨 15:20 身体測定5年 書き初め展2日 目 書き初め展搬出 全校5時間授業

15 水 1年 2～ 6年 身体測定4年

16 木 1～ 3年 4～ 6年 社会見学3年

フ
′ 金 1.2年 3～6年 身体測定2年

瞼

髯閂髯
20 月 1～ 6年 13:15 市教研 身体測定1年

21 火 1～ 3年 14:40 4～ 6年 15:25 特別日課  身体測定3年

22 水 1年 2～ 6年

23 木 1～ 3年 4～6年

24 金 1.2年 3～ 6年

７
′

０
乙 月 1～ 4年 5.6年 委員会  図書館祭り開始～2/14まで

28 火 1～ 3年 4～6年 クラブ(最終)中 学校説明会 (午後 )

29 水 1年 2～ 6年

30 木 1～ 3年 4～6年

31 金 1.2年 3～6年

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。



2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


