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入学式の態度は立派でした
入 学式に 行く 前に 、子供 たち に次 のよう なこ とを 話し ました 。

「 もち ろん 主役は 一年 生だ けど 、式 を成 功させ るた めに は５ 年生 の力も 必要 です 。背 伸

びを したり 、あ くび をした りと 態度 が悪け れば 、１ 年生 が

真似 します 。主 役の １年生 がそ んな ことし たら だめ です よね。

です から、 卒業 式同 様の態 度で 臨ん でくだ さい 。」と。

入 学式か ら戻 って きてか ら、 子供 たちに 質問 しま した 。

「立 派な態 度で 式に 臨むこ とが でき た人？ 」そ した ら、

あま り手が 挙が りま せんで した 。「では 今日 だめ だった と

いう 人は 正 直に 手を 挙げ てく だ さい 。」そ した ら、 一人 の子 が 勇気 を持 って 手を 挙 げま し

た。 理由 を聞 くと、 だら けて しま った そう です。 正直 に手 を挙 げた こと、 自分 をし っか り

見つ め直 すこ とがで きた （反 省で きた ）こ とは大 変す ばら しい と思 います 。こ の反 省を 生

かし て今度 はし っか りでき ると いい ですね 。

私 が見 た限 りでは 、全 員が 高学 年ら しい 立派な 態度 で式 に臨 んで いまし た。 目標 レベ ル

が皆 さん高 いの かも しれま せん ね 。（こ れも 大事 なこと です よね ！！！ ）

「５年生担任鈴木先生」・・・
始 業式 の中 で、 校長 先生か ら担 任発 表が あり ました 。私 は心 の中 で

「５ 年 生の 担任 は 鈴木 文 弓先 生 です 。」『 えー ー ーー ー！ い やだ ー ー

ー ーー ！」 なん て声 が上が るの では ない かと 心配し てい まし た。 実

際の とこ ろ は、 私が 聞こ えた 限り で は、 かす かな 声で 「 やっ たー 。」

で した 。一人で もそ う思 ってく れた こと に感謝 した いと 思いま す 。

中に は、 本当 は嫌 なのに なと 思っ てい る子 もいる ので はと 思い ま

す 。し かし 、そ んな 思い を早く 払拭 でき るよ うに 指導に 当た って いき た

い と思 ってい ます 。

少し気になりました
春 休み が終 わり新 学期 が始 まり まし た。 休みぼ けで しょ うか 。朝 の挨拶 の時 から 眠そ う

な子 、あ くび をする 子が 見ら れま した 。何 かと４ 月は 行事 が多 くて 大変で す。 早寝 早起 き

で生 活リズ ムを 戻し ましょ う。

明日は体位測定があります
身 長・体 重・ 座高 を測り ます 。み なさん どれ だけ 成長 してい るの か

楽し みです ね。

詳 しいこ とは 保健 だより にも 掲載 されて いま すが

①前 日は、 入浴 して 体を清 潔に しま しょう 。

②衣 類紛失 を防 ぐた め、無 くし そう な人は 名前 を書 いて きまし ょう 。

③測 定時の 服装 はＴ シャツ ・ジ ャー ジです 。

理科の担当の先生です
理 科の 授業 を して くだ さる 先生 を紹 介 しま す。 以下 は

内田 先生の 文で す。

『 よろ しく ね』

今 年度 ５年 の理 科を 受け 持つ 内田 了 （ さと る ）と 申

しま す。

理 科の 学 習で は、 まず 身の ま わり の自 然現 象か ら 「ど うし てそ うな るの か 」と か 、「 ど

んな しく みに なって いる のか 」と いっ た問 題意識 を持 つこ とが 大切 です。 そし て、 それ を

解き 明か すた めにい ろい ろと 方法 を工 夫し たり根 気よ く観 察を つづ けてい くわ けで す。 み

なさ んに は科 学者に なっ たつ もり で推 理し たり工 夫し たり して ほし いです 。一 年間 いっ し

ょに がんば りま しょ う。

こんなとき鬼になります
昨 日の 学活 の時に 子供 たち に話 した こと です。 いつ もは スマ イル 満開笑 顔が 素敵 な鈴 木

先生 です。 しか し、 以下の ３つ のこ とをし たら 、鬼 にな ります 。

①い じめを した とき

「 正直 に、 悪口を 言っ たり 悪口 を書 いた り物を 隠し たり した こと のある 人は 手を 挙げ て

くだ さい 。」こ の 質問 に何 人か 手を 挙げ ま した 。手 を挙 げる こ とは 勇気 のい るこ と だっ た

と思 いま す。 正直で す。 もし 、自 分が そん なこと をさ れた らど う思 うだろ うと 、一 度自 分

の心 の中で 確か めて くださ いと 話し ました 。い じめ は絶 対許し ませ ん。

②同 じこと を３ 回注 意され ても 直そ うとし ない とき

例 えば 「静 かにし てく ださ い」 と注 意。 少々時 間が たっ てま た「 静かに して くだ さい 」

と注 意。 少々 時間が たっ てま た「 静か にし てくだ さい 」と 注意 。静 かにし よう とす る心 が

無い 人には 鬼に なり ます。

③命 に関わ るよ うな 危険な こと をし たとき

命 はお 金で は買え ませ ん。 一度 失っ た命 は戻っ てき ませ ん。 おう ちの人 が一 生懸 命育 て

てき たみ なさ んに対 して 、け がを 負わ せた り死な せた りす るよ うな 行為を した 場合 は即 刻

鬼に なり ます 。大事 な大 事な 命を 預か って いるの です 。け がを させ たりす る権 利は 誰一 人

にも ありま せん 。


