
○転出

鈴木みゆき

曲直瀬倫子
三輪 伸子

今丼英津子

渡邊 汚昭
加藤 紀子

水谷 美保

梶田ゆき子

尾関 佑真

竹内嘉奈子

伊藤 絹恵

(大森真由美

先生 退職

先生 共栄小ヘ

先生 小泉小ヘ

先生 笠原小ヘ

先生 南ヶ丘中ヘ

先生 養正小ヘ

先生 泉小ヘ

先生 南ヶ丘中ヘ

先生 那加第―小ヘ

先生 北栄小ヘ

事務主事 笠原小ヘ

先生 産前産後体暇)

「お世話になりました。」

○転入

西尾 嘉子

田牧 秀章

加藤 禾□彦

日丼 康子

安藤 明美

坪丼 真紀

西村あさ美

藤澤 晶代

加藤奈津子

佐々由紀子

杉江 真帆

岡田 彩

先生 滝呂小より

先生 南姫小より

先生 小泉小より

先生 泉西小より

先生 瑞浪小より

先生 肥田小より

先生 瑞浪市立土岐小より

先生 米青華小より

先生 )也田小より

先生 春日丼市より

事務主査 精華小より

先生 育児休暇より復帰

「よろし<お願いします。」

【転出入職員の紹介】

【令和 3年度 職員の紹介】

校長 加藤 禎恵 教頭 今丼 敏雄

教務主任 山田 卓志 生徒指導主事 松田 健治

1年 1組 村丼 知子 2組 岡田 彩 3組 西尾 嘉子

2年 1組 坪丼 真紀 2組 喜多 ひとみ

3年 1組 天野 )羊子 2組 田牧 秀章 3組 羽田野美香

4年 1組 齋藤 美景 2組 藤澤 晶代 3組 日丼 康子

5年 1組 西村あさ美 2組 土屋 大樹 3組 安藤 明美 副担 前川 真紀

6年 1組 杉本 暁子 2組 田島 広大 3組 前田 智子 副担 籠橋 亮介

あおぞら1 南 久絵   あおぞら2 加藤 和彦

(通級指導)ことば  丸山邦子  そよかぜ1 水野麻美
そよかぜ2 佐皮由紀子  そよかぜ3 加藤奈津子 そよかぜ4 道下容子

(養護教諭)林 泰身 (事務職員)杉江真帆 (校務員)星野保隆 (図書司書補)金子佳代

(ほほえみ相談員)松 岡恵理 (キキョウスタッフ)紀藤美香 櫻丼和代 高橋利緒

(主幹教諭)富 田伸治 (講師)松井貴子 鈴木幹奈子 (配膳員)宮島恵子 山内房枝

(栄養教諭)相川理恵 (学校福祉相談員)水野奈緒美
(巡回司書)宮地祐子 (スクールが―ドリーダー)可知立美
(スクールサホ

°―ター)盛山紗衣 黎脩麒
○令和3年度、GIGAス クール、スター トします。本校でも、春休み中にPTAの協力を得

て、『 1人 1台端末IPad』 が準備できました。まずは授業の中でどんどん利用してい<
予定です。子どもたちの学び方が大き<変化していきます。
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多治見市立根本小学校

令和 3年 4月 7日

NO.1

笑顔で登校・感謝で下校

「言 葉 」 に 思 う

～人 と人 とのつなが りを大切に～

校長 加藤 禎恵

“詩人、まどみちおさん"と 聞いて、 どんな詩を思い浮かべ られますか ?

以前、あるテ レビ番組で、まどみちお さんを特集 していたことがあ りました。

当時、百歳を越えたまどみちお さんは、庭に出ては、そこから見える景色を眺め、肌に

感 じた色やにおい、風…を言葉に綴ってお られました。そ して、詩を書き続ける理由を問

われたまどさんは、遠 くを見つめるような眼差 しで、 とつ とつ と、こう語 られました。

「詩がなかったら生きていけない、とまでは言わないが、息をすることの次に大事なのは、『言葉』で

す。例えば、『命』という言葉がもしなかったら、そのこと自体怖くて苦しくて、もだえるに違いありません。そ

の言葉があるおかげで、生きていることに感謝できます。そして、涙を流せます。その涙が、我が身を濶

してくれます。。・・」

♪ √ぞ
｀
ラさん、ぞラさん、お鼻 /S｀fク のヽね。ノ √そぅよ、母さん ろfク のヽよ。ノ ♪

ご存知の歌 「ぞ うさん」です。これもまた、まどさんの詩であることを知 りました。

数いる動物の中で、鼻があれほど長い動物は他にいるでしようか。要するに 「みんなと

違 う」のです。そんな 「ぞ うさん」に皮肉を込めて言 う者がありました。

「ぞ うさん、ぞ うさん、あなたの鼻はみんなと違って長いんだね。 (おか しな鼻だね。)」

そんな椰楡に対 して子 どものぞ うは自慢げに答えます。

「そ うだよ、母 さんの鼻も長いんだよ。 (自 慢の鼻だよ。)」

そ してこの歌はこう続きます。

♪ √ぞ
｀
うさん、ぞうさん、膨争″Sンアきなのノ √あのね、母さん″ツアきなのよ。ノ ♪

母 と子の深い愛情に満ち浴れた歌だったこともまた、初めて知 りました。

昨年度来、世の中がコロナ禍に翻弄 され続けています。医療崩壊だけは何 としても避け

なければならない。 と同時に緊迫する日本経済を保たなければならない。・・・学校現場にお

いても、先の見えない不安の中、子 どもたちの心身の安定を最優先に、暗中模索を続けて

きました。

かつて経験 したことのない状況を経験 した今思 うのは、この一年、多 くの人々がコロナ

ウイルスそのものと同様に (ま たはそれ以上に)、 人の「言葉」によって苦 しめられてきた

ような気が してな りません。SNS等の普及による誹謗中傷や根拠のない うわさ。それによ

って命をも絶った人の何 と多いことか。 しか し反面、人の 「言葉」によって救われた人も

また多いのも事実です。「言葉」は目に見えません。しかしその「言葉」は人の心を傷つけ

る刃にも、人の心を癒やす薬にもな り得 るのです。

人間だけが発することを許 される「言葉」。令和 3年度の根本小学校は、これまで以上に、

人 と人 とのつなが りを大切に、「言葉」を大切にできる学校を目指 していきます。

皆様のご支援 とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。


