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「ありがとう」や「おはよう」が当たり前になるように
校長

金三津

ひろみ

６月 28 日～７月４日、あったかプロジェクト委
員会が中心となって「挨拶パワーアップ作戦№１」
を行いました。この作戦は、①「〇〇さん、おはよ
う」と、相手の名前を呼んで挨拶する。②10 人以上
に挨拶した人は金シール、５人以上なら銀シール、
３人以上なら赤シールを自分で名簿に貼る。という
ものです。作戦初日の６月 28 日には、特に張り切
っている２・３年生の声が児童玄関に響き渡りまし
た。目当ての人数をはるかに超え、「20 人に挨拶し
委員会児童が元気に呼び掛けます
たよ」と嬉しそうに報告して来る子供もいました。
作戦最終日の７月４日には、全校で 198 人が金シールを貼ることができました。作戦の
期間は終わりましたが、今も「校長先生、おはようございます」と挨拶してくれる子供
が大勢います。不思議なことに、「おはようございます」だけでなく、「校長先生、お
はようございます」と言われると、自分が相手に認められ、大切にされている気がして
嬉しくなります。子供たちもきっと同じ気持ちのはずです。
７月 11 日に開催した第１回学校評議員会の際にも、評議員の方から挨拶について様々
なご意見をいただきました。（P２に主なご意見を掲載しています）共通していたことは、
「まずは大人から率先して挨拶することが大切」「挨拶のベースは家庭」ということで
す。「地域でも、返してもらうことを期待せず、進んで挨拶していきたい」「地域での
挨拶が地域安全にも繋がる」というご意見をいただき、元気が湧いてきました。また、
「家族間であっても、『ありがとう』『お願いします』と自然に言い合うことができれ
ば、学校や地域でも気持ちのよい挨拶ができるのではないか」というご意見から、家庭
と学校との連携の大切さを再確認しました。
このご意見を伺いながら、１学期中に見かけた一人の男の子（A さん）の姿が思い浮か
びました。ある朝、児童玄関前に立っていると、１台の車が停まり、A さんが下りてきま
した。おそらく、集団登校に間に合わず、家の人に送っていただいたのでしょう。車の
ドアを閉める前に、A さんは、「ありがとう。気を付けて帰ってね」と言ったのです。家
族だからこそ、なかなか言えない「ありがとう」を、あまりにも自然に言った姿に少し
驚き、とても温かい気持ちになりました。
学級で話し合って作成した「あったか言葉」ポスターが各教室に掲示されています。
「よかったね」「だいじょうぶ？」「ごめんね」「がんばれ」など、相手を気遣う言葉
や励ます言葉が書かれている中、どの学級のポスターにも書かれていた言葉は「ありが
とう」です。誰もが「あったか言葉」の代表と思っている「ありがとう」を、みんなが
自然に言えるように、そして、「おはよう」「こんにちは」「さようなら」の挨拶が誰
にとっても当たり前になるように、学校でも家庭でも地域でも、大人も子供も、自分に
できることから取り組みたいと思います。みんなで「やってみよう！」

第１回学校評議員会を行いました
今年度も７名の方（名簿参照）に学校評議員をお願いし、７月 11 日、本年度の第１回
学校評議員会を開催しました。
最初に学校より、学校運営方針、アクションプラン、１学期の学校の様子等について
説明した後、協議を行いました。
令和元年度 学校評議員の皆様（敬称略）
評議員の皆様からは、「挨拶を
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・他の校区の方が、「知らない人とは話をしないように指導されているからかもしれな
いが、学校帰りの子供に挨拶をしても挨拶が返ってこないことがあり淋しい」と話し
ているのを聞いた。一方で、地域住民が顔見知りでない人にも積極的に挨拶をするよ
う取り組んだ地区では、空き巣等の被害が減少し、防犯上も効果があったという事例
もある。子供だけでなく、地域住民みんなで挨拶を交わし合うよう進めていきたい。
・学校でも挨拶運動に積極的に取り組まれているが、挨拶のベースは家庭である。家庭
内で、「おはよう」「行ってきます」「ありがとう」「お願い」等の言葉が自然に言
えるようになるとよい。家族の間でも、子供が「ありがとう」と言わないときには、
言えるように教えていくことも大切である。PTA にも協力いただき、家庭内での取組
を進めていくとよい。
・挨拶に関する実態は一人一人であるが、挨拶を返してもらおうという気持ちでなく、
まずは大人からどんどん挨拶していくとよいと感じている。
・今年度、宿泊学習の実施について大きく見直された結果（４学年での宿泊学習の中止、
５・６年が合同の宿泊学習）について、該当の学年には４月当初の学年懇談会で説明
があったが、学校全体に関わる行事については、全保護者が集まった場所での説明が
あるとよい。
・学校行事や教育活動等について、見直しや変更が予想される場合には、できる限り早
期に情報提供し、説明することで、保護者は見通しをもつことができ、安心にも繋が
る。
・夏季休業中のプール開放時の監視については、PTA 会員（保護者）だけでなく、祖父
母の協力も得るようにすることも考えられる。早い時期に学校だより等で PR すると
よい。
・来年度、市の防災訓練が田家地区で行われ、その主な会場としてたかせ小学校のグラ
ウンドを使用する。学習参観や運動会等における駐車スペースが十分でないことも聞
いており、グラウンドの整備や駐車場の拡大等については、田家地区としても市に要
望していこうと考えている。
・ネットの利用については、家庭で保護者が十分に気を配り、指導していかなければな
らないと考えているが、学校でも学年に応じて指導していただき、子供が被害者にも
加害者にもなることがないよう、連携して見守っていきたい。
評議員の皆様からいただいた貴重なご意見を生かし、今後も学校運営の改善に努めて
まいります。ありがとうございました。

今年度のクラブ活動を紹介します！
クラブ活動は、４・５・６年生が共通の興味・関心を追求する活動を通して、自主的、
実践的な態度を育て、一人一人の個性の伸長を図ることを目当てとして行うものです。
今年度は、10 のクラブを組織し、１学期４回、２学期２回の活動を行います。
子供たちは、異学年とも仲良く交流し、毎回楽しく活動しています。
伝統芸能

地域の指導者から祭りのお囃
子（横笛）の指導を受けています。

イラスト・写真 漫画を描いたり、しおり
づくりをしたりしています。

ゲーム オセロや囲碁、チェス、カードゲ
ーム等の対戦をして楽しんでいます。

パソコン 画像を加工したり、自己紹介ス
ライドをつくったりして楽しんでいます。

科学実験・自然観察 スライムやべっこ
う飴づくり等、科学実験を楽しんでいます。

バドミントン ルールや基礎的な技能を
身に付け、ゲームをして楽しんでいます。

おやつ（料理） クレープやチョコパイ
等のおやつ作りを楽しんでいます。

ボールゲーム サッカーやバスケットボ
ール等、いろいろな球技を楽しみます。

地域探検 自転車で田家周辺へ出かけ、
地域のよさを発見します。

紙工作 ゲストティーチャーの指導を受
け、素敵なシャドーボックスを作ります。

Ｐ Ｔ Ａ 教 養 講 座 「 AED･心 肺 蘇 生 法 講 習 会 」
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夏季休業中のプール開放を前に、ＰＴＡ教養講座「ＡＥ
Ｄ・心肺蘇生法講習会」を開催しました。今年度は、学習
参観・学級懇談会と同日の開催とし、黒部消防署の署員３
名を講師に、保護者・教職員等、約 30 名が受講しました。
「万が一」は、ないに越したことはありませんが、「備え
あれば憂いなし」の諺のように、万が一に備えることが大
切です。本校のＡＥＤは児童玄関奥のグラウンド出口にあ
ります。来校の際にご確認ください。ご参加いただいた保 ３グループに分かれて実習しました
護者の皆様、ありがとうございました。

１学期最後の「全校リレー」をがんばりました
７月 11 日は、１学期最後の全校リレーでした。今にも雨が降り出しそうな空模様でし
たが、子供たちは、今学期８回目となる全校リレーに力いっぱい取り組みました。この
日、１位となった橙チームの記録 14 分 18 秒は、今年の全チームの最高記録でした。第
１回（５月 10 日）の橙チームの記録は 15 分０秒ですから、チーム全員で 42 秒タイムを
縮めたことになります。橙チームだけではありません。この日は、５チームがこれまで
の最高記録を更新しました。前回のリレーで第１回と比べてタイムを 53 秒縮めた緑チー
ムは、伸び率で第１位です。今年度の全校リレーは、各チーム約 40 名が 43 回バトンを
繋いで走っています。バトンパス等、チームの力が伸びたことはもちろんですが、一人
一人の走力の高まりが全体の記録更新に繋がっていることは間違いありません。
１週間一度、多くの仲間や家族の声援を受けて、100 メートルを全力で走る経験は、子
供たちにとって貴重なものだと感じています。走ることが得意な人も苦手な人も、それ
ぞれ精一杯の走りでバトンを繋ぎ、みんなで互いのがんばりや成長を喜び合うことがで
きるよう、これからも取り組んでいきたいと思います。

今後の主な行事予定です

☆ ＰＴＡ関連行事

７月 25 日（木）夏季休業日（～8/31) ３年・公民館行事「七夕飾り・おにぎりづくり」
１年・田家保育所交流会
26 日（金）５年・公民館行事「そばづくり教室」 1 年・東布施保育所カレーパーティ
８月 １日（木）４年・公民館行事「長のり巻きづくり」
３日（土）☆PTA 親子ふれあい活動（吉田科学館）午前・午後
８日（木）６年・公民館行事「陶芸教室」
ＰＴＡ親子美化活動
９日（金）ラジオ体操最終日
８月３１日(土) ＊雨天決行
13 日（月） お盆の学校閉庁（～15 日）
＊参加者:1～6 年 保護者
22 日（木） 校内水泳記録会（１・２年）
3～6 年 児童
23 日（金） 校内水泳記録会（５・６年）
・後日配布する｢PTA 親子美化活動のご案
内｣をご覧ください。
26 日（月） 校内水泳記録会（３・４年）
・雨天の場合は校舎内のみの作業となりま
☆PTA 第 4 回運営委員会 19:30～
す。全員、雑巾を持参願います。
31 日（土） ☆PTA 親子美化活動 8:00～
９月 ２日（月）２学期始業式 給食開始 学校集金口座振替日
３日（火）☆第３回 PTA 全体委員会 19:30～
14 日（土） たかせ小学校運動会（雨天順延）
16 日（月） ㊗敬老の日
17 日（火） 振替休業日

お願い
学校閉庁日（８月 13 日～15 日）、休日、夜間等に緊急な連絡が必要な場合は、
黒部市役所（TEL 54－2111）までご連絡ください。黒部市教育委員会を通じて、各
学校へ連絡されることとなっています。よろしくお願いします。

