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笑顔で登校・感謝で下校

校長 加藤 禎恵

大 切 す も の

“…『のに』が出ると ぐちになる"。 相 田みつおさんの詩を思い出すことが多 くなりま した。し

かし,言いたくもな りますね,“にんげんだもの"。 「去年は今頃,夏休みだったのに…」「毎年

連体には家族旅行ができたのに一」「東京オ リンピックが開催 されていたはずなのに…」。

ところで,「運動会」も「修学旅行」もその歴史は長 く,始ま りは明治初期 と言いますか

ら,明治 5年の学制に始まった学校の歴史とほぼ同じと言えます。時代 と共に形を変えな

がらも続いてきたこれ らの行事 も, 100数十年経った今,ま さか感染症により見直 しせ

ざるを得ない状況になるとは,誰が予測 したでしょうか。

日々の生活におおよそのルーティーンがあるように,学校生活にもサイクルがあ ります。

朝の会で始ま り,帰 りの会で終わる一 日の生活。入学式に始ま り,卒業式・修了式で締め

くくる一年間の学校生活。

何気ない学校の 「当た り前」を,恐ろしいほどのエネルギーを持って急転換 しなければ

ならない局面に陥っている今,私たち大人にとっても,も ちろん子 どもたちにとっても,

精神的負荷の大きさは,いったいどれほどでしょうか。
「本当は～だったのに一。」仕方がないと分かっていても,言わないと気が済まなくて ,

でも言っても気は晴れない。しか し,いつの時代も揺るぎなく守 らなければならないのは ,

子 どもたちの命です。全ての 「人の命」です。もはやこれは,大げさではありません。「早

くあの頃の生活に戻 りたい。」そ うい う声を耳にします。では,「 あの頃」 とはいつのこと

で しょうか。

戦後の混乱時代を終え,高度成長時代を過ぎ,近代化に拍車がかか り,お金 と物に浴れ ,

情報化社会に生きる今の私たち。今改めて,「ゼロベース」に立ち返って,本当に大切なも

のは何なのか,一人一人が真剣に考える時が来ているような気がしてな りません。

これからも,「大切なもの」「守 らなければならないもの」

からぶれることなく,こ れからの教育活動を進めて参 りま

す。どうか今後 とも,保護者の皆様,地域の皆様のご理解

とご協力,ご支援をよろしくお願いいたします。

【運動会について】

密が避けられないため,従来の運動会は実施できません。しかし,感染予防策に留意し,

学年ごとに「体育参観 日」を実施します。詳しくは,別紙学校からの便り,学年通信でご

確認ください。

【旅行的行事について】

社会見学,宿泊研修,修学旅行について,行き先の見直しも含め,感染防止に配慮した

上で実施できる方向を検討しています。今後,新型コロナウイルス感染症の拡大状況によ

り,縮小または中止となる場合もありますので,ご承知おきください。
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『親育ち コーナー 土曜学習「わがまち 多治見大好き講座」と家族の会話』  教育研究所

教育研究所では、多治見の小中学生が「ふるさと多治見」を誇りに思う心を育むことを願い、土躍学習「わがまち

多治見大好き講座」を開催しています。
土曜学習を終えると、受講した子ども達だけでな <、 イ呆護者の方からもたくさんの感想をいただきます。「迎えに

行ったら、『タイルのもとになる粉にさわったよ』『多治見は、モザイクタイルで有名なんだよ』と色々教えて<れ
ました」、「初めて体験した座禅のことや樹齢700年 のイチ∃ウの樹のことを興奮気味に話してくれました」、

「あいにくの雨でしたがとても楽しかったようで、聞いてきたことをり尋りの車の中で次から次へと話してくれまし

た」、これらの感想からは、保護者の方反が子ども達の話に根気よく耳を傾けてくださる様子が推察され、主催者と

しては嬉しい限りです。また、こうした関わり方の積み重ねが「親育ち4・ 3・ 6・ 3た じみプラン」で求める家族

の絆を、より確かなものにしていくのだと毎回感じています。
この講座は、月―回程度、主曜日に開催 しています。今年度は新型コロす感染症拡大防止のため開講時期を遅ら

せ、第一回目を9月 に実施する予定です。今年も、土曜学習を話の種にして、ご家庭での会話に花を咲かせていただ

け讀したら幸いです。
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