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校長 三宅 裕一

2020年 が始まり、早いものでもう 1か月が過ぎました。それぞれのご家庭では、どんな年

末年始を過ごされましたでしょうか。わが家では、1人暮らしをしている娘が帰省してきました。

昨年の4月 に就職し、東京で働いています。子育ては一応終わったと悪つていますが、い<つに

なつてもわが子のことは気になるもので、顔を見るとついいろんなことを聞きた<な つて、次々

質問をあびせてしまいますから・・・。子育ては終わつても、子離れができていないようです。

さて、今回は子育てについて、少し考えてみたいと思います。い<ら 自分の子どものことが気

になつていても、わが子の生き方を最後まで見守れる親は、まずいないでしょう。だから私は、

子育ての最優先課題は、①親がいな<な つた後でも、自分の力で生きていけるような自立した生

き方の基礎を身につけること ②世の中の多<の人たちと共に生きてい<ための必要なルールを

守ることを身につけさせることだと闇って子育てをしてきました。これは先に生まれた者の責任

ですし、使命でもあると思います。親が安lbして自分の人生を過ごしてい<ための、最高の「子

育て」かもしれません。親 (自 分)の人生もまた、親 (自 分)だけのものなのですから・・・

お笑い界のスーパースター、明石家さんまさん、彼の□癖のひとつに「生きてるだけで丸もう

け」があります。彼はじゃべることで、「生きている」ことを実感しているそうです。ですから

自分をとても大切にしています。そうすることが、他人をも大切にすることにつながるからです。

彼の笑いには、自分をネタにすることはあつても、他人を見下して笑いの種にすることはありま

せん。

親は目の前の宿題、提出物・・・つい、大きな声を出してしまします。それはそれでいいと思

います。誰もがやらねばならないことを、きちんとできるようにしてやるのも親の大切な責任の

一つだからです。楽な方を選ぶような道へ導かない、妥協しない姿勢を持ち続けてほしいと願い

ます。

大人は経験上、痛い目に遭ってわかっています。人間は一度楽をしてしまうと、戻すのがどん

なに大変かということも。とはいうものの、子どもたちがこれから生きてい<社会は、不安な要

素が多すぎてとても,b配です。ですから、タフな生き方 (1出身ともに頑丈な)のできる子どもに

育ててい<ことを考えてみてはどうでしょうか。個人の価値の押しつけではな<、 子どもの人格

を尊重した上で、大人の持つている人生経験や矢□恵を生かした人間教育です。

叱って<れる大人の存在は、少な<な つてきています。よその子には・・・。

でも人間は、人との触れ含いによって安lb感が生まれ、人を受容しようとする

広い出が生まれます。それが、叱って<れた人に素直に「ありがとう」と言え

ることにつながります。縦にも横にも幅広の人間をつ<つ てい<ためには、子

どもの進む道を決めるのを少し待つこと (慌てないこと)も大切なことかもし

れません。容量の大きな子どもにするために・・・



教育アンケートにご協力ありがとうございました。
昨年 12月 に保護者の皆様からいただいたアンケートを集計しました いただいたご意見の中には、学校に対する要望等

もございましたので、ご期待に応えられるように今後とも取り組んでいきたいと思いますЭよろしくお願いいたしま丸

実施期間 :11月 30日 ～12月 7日    配‰瀬務に:415枚 回収枚数:394枚 噸 :95%(昨年度960/Ol

A(よくできている) B(だいたいできている) C(あまりできていなしゆ D(できていなしつ

質 問 項 目 A B C D

1 お子さんは学校に楽しく登校できています力、 58(55) 37r40b 414)

９
″ お子さんは、日々の授業が際しし選

「れ りヽ朝 、ヽと話していま働、 24f24D 61(56ヽ 1 3rlη 2(3)

3 お子さかま、列葬習σ瑠印ワ|わしてしま慟、 34oの 501491 13(1つ 312)

4 お子さんは、誰にでも気持ちの良いあいさつができてしはすれ 24125) 52(4) 23國 ) l12)

5 お子さんは、人の話をきちんと聞く習鵬 についてし法
‐
la、 22(181 57● 8) 1920 214b

6 学関よ鵬 じ

`X快
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8 学校|よ 社会の
=員

として身|わけるべ,内容憫雰ネロ漁マナーなじを適切に指導していると′和まヽ卸、 33(371 62(59 4(4) 1(0

9 学校から送られてくる便りや文書など|よ 学校の状況棚 けることに役立っていま終、 45142b 49(5o 6(4) 0(0)

10 学校|よ 児童やその家自こ関わる相ヲ簿旧縦など1射し、澱 対芯ができていると1部 まヽ働、 42r43ヽ 52(55ヽ 6(2ヽ 0(Clb

お子さんは、失敗を恐れず挑戦しています力ゝ 20(161 52 1D~2) 26129) 213)

う
ん お子さんは、違う考えや立場も理解し、他者の意見に耳を傾け、折り合おうとしています力、 1 9 (171 65 1671 13(15) 2(1)

お子さんは、周囲が自分の良さを理解してくれていると感じていま―la、 20 (171 60 165) 1 8 20)

14 お子さんは、小さくても確力燎自信を持つていますれ 26 1241 52(591 1 9 313)

※ ( )内は昨年度のデータですЭ 問11～ 14は、今年度、多治見市教育基本計競 意のために、市内すべての小中学校共通の項目で七

アンケー トを頂いたご意見の中には、学校としても改善すべきことやご家庭でも協力していただきたいことがあり

ましたのでご報告させていただきますЭ
・アンケー トの提出は長子だけでなく全校に配布してもらいたい→全校に配布します。 (長子以外の提出は任罰
・インフル/エンザで学級閉鎖の場合のメーノ晒己信を全校にしてほしい→全校にメ∵ル配信しますD

。児童の安全な登下校→全職員で周知徹底して情報交流を行つていきます。
・学校行事、授業参観などの日程について早く教えてもらいたい→HL総会の資料に日程は入れてあります。
・資源回収をやるかやらないかをメールで知らせてほしし込
→毎回、地域の放送とメールでお知らせしています。また、実施の判断については、時間が決まっています。

・表彰での紹介について→全校集会等で賞に入つた児童については全員紹介をしています。
・挨拶や礼儀、マナーができていない親や子どもが多い→子どもについては各学級・学年で指導します:保護者につ

いては、学校報などで呼びかけていきま丸

・宿題をやっていかないことが多し、 だ計餞勿が多い→各家庭で保護者の方での見届けをお願いします。

※ご要望のご意見も多く頂きましたが、先生の頑張りや励ましのご意見等もたくさん頂きました。私たち職員一同、

お子さんのために精‐悧動 していきますので、今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。

2月 の授業参観について
2月 の授業参観の日程について連絡します。2月 13日 (ラ村 01.3.6年 生.あおぞら、

2月 14日 (金)・ 2.4.5年 生

になっています。。また、時間に関しては、午後 2:00に参観授業開始になっております。よろしくお願いします。



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

行事予定14:20-

一斉下校15:20 土と版画展 (バロー文化ホール)9:00～ 12:00

新入生入学説明会

一斉下校15:20 参観日(1,3,6年 ,あおぞら)・ 懇談会

一斉下校15:20 参観日(2,4,5年 )・ 懇談会 第2回学校評議員会

委員会 (最終 )

PTA本部役員会

集会 (歌 )

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。



3月 の行事予定

行事予定

6年生を送る会準備

6年生を送る会  通学班会

体重測定6年口あおぞら

体重測定5年

体重測定4年

体重測定3年

体重測定2年

体重測定1年

PTA運営委員会

中学校半日入学 (6年生は弁当持参、各中学校より下校 )

卒業式練習 I

1～ 4,6年 13:30下校 5勺三15:10 卒業式練習Ⅱ(総練習)卒業式準備

5年 :1l ЮO頃 6年 :1140下校 卒業式(5,6年生)1～ 4年休業日

1～ 5年 10:55下校 修了式 離任式

※4/7(火 )始業式 4/8(水 )入学式(午後)

の可能性があります。 多治見市立根本小学校


