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コミュニケーション力(りょく)
校長 森

１２月の生活のめあて

心のこもった仕事ができる。
三
役

晶子

１１月１７日（土）に胆振西部 PTA 連合会兼洞爺湖町
PTA 連合会研究大会に参加し、フリーアナウンサーでもあ
る北海道教育委員会教育委員 鶴羽佳子氏による講演を拝聴
しました。
１５～３４歳の若年無業者（ニート）が、２０１６年の調
査では、日本で約５７万人。出来ない事を教えてもらう、失
敗を慰めてもらう、困ったら相談～これらは、自分から相手
に話しかけていかねばなりません。それができずにやめてい
く社会人１年生が多いことも大きな原因の一つだそうです。
このコミュニケーションの課題は、子どもたちにも広がって
います。画面に､説明や擬音の文字があふれかえる TV 番
組、ラインやメールでの短いやりとりや、文字での会話に慣
れた世代は、『人の話を聞いているようで聞いていない』『話
を要約して伝えられない』
『短時間しか集中できない』特徴
があるとのこと。その中で、コミュニケーションの基本であ
る子どもの会話力を、家庭で伸ばすポイントを３つ紹介され
ました。
○緊張を解く→軽い話でまずは声を出させてから本題へ
○受け止める→相づちを必ず言う。次々質問すると相手は疲
れる。「そうじゃなくて」
「今忙しいから」等の否定は、ネ
ガティブな記憶となるので要注意。
○プラスのメッセージ→ほめる､労う、共感する。

１２月行事予定

～後期児童会役員の紹介～
日
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個人情報のため割愛させていだきます。
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「聴いてますか？話してますか？伝えてますか？
～子どもの気持ち、親の思い…親子にとって大切なもの
とは～」
・・という今回の演題でしたが、学校教育の現場にも通ずる
内容だったと感じています。社会に貢献できる自立した人物
となるよう、関内小の子どものコミュニケーション力向上を
目指していきたいと思います。

今年も「アンケート」へのご協力をお願いします
本校では、本年度の成果と課題を明確にし、子どもたちにと
ってよりよい学校となるよう改善に取り組んでおります。
つきましては、今年も保護者の皆様から、学校の教育活動に
関しての評価をいただきたいと考えております。師走のご多
用の時期とは存じますが、ご理解とご協力のほどよろしくお
願いいたします。
なお、集計結果につきましては、３学期に学校だよりで皆様
にお知らせしたいと思います。自由記述欄の公表につきまし
ては、その主旨を概略的に示したいと思いますので、忌憚のな
いご意見をお聞かせください。
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詳しい日課については学級通信でお知らせします。
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○失敗しないよう先回りしない→困った経験、乗り越えた体
験が成長の糧となる。
○失敗させる勇気を持つ
○子どもが自ら考え行動するのを辛抱強く待つ
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また、「失敗を乗り越え、切り替え上手」になるポイントも
３つ。
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毎年、１２月の第一土曜日は参観日に合わせ
て特認校見学会と「もちつき大会」を行ってい
ます。今年も多くの皆様にご参加いただくた
め、１２月１日（土）に開催いたしますので、
ご参加とご協力のほどお願いいたします。
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ふれあい給食（～１４日）
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１日は参観日、特認校見学会、
もちつき大会
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１２月の帰宅時刻は
「１６：００」です。
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「親子レク」が終了しました
9 月２９日（土）関内パークゴルフ場において親子レク
レーションが行われました。盛会のうちに終了し、大いに
親睦を深めることが出来ました。ルール設定の説明などを
はじめとし、今回の内容を企画・運営をしていただきまし
た学級役員の河内さん、阿部さん、三浦さん、本当にあり
がとうございました。

インフルエンザや風邪にご注意を！
１１月に入り、だいぶ気温も下がり寒い日が続いていま
す。冬になると気を付けたいのがインフルエンザや風邪で
すが、最近は、以前のような年明け１～３月ごろに流行す
るばかりでなく、もうこの早い時期からかかることもある
ようです。伊達市内でもインフルエンザ
にかかっていた児童がいるようです。学
校でも、うがいや手洗いの励行を呼びか
けてはいますが、改めてご家庭でも指導
していただければ幸いです。特に室内と
戸外との寒暖差や大勢の人が集まるよう
な場所では注意が必要です。

～今年最後の神楽の披露をしました！
「ふるさと伊達芸能まつり」～
１８日（日）に、第３３回「ふるさと伊達芸能まつり」
がカルチャーセンターで行われました。仙台神楽保存会で
の大きな催事はこれが最後となります。日頃の練習の成果
を十分に発揮し、素晴らしい内容となりました。
大きな舞台での披露は今回で終わりますが、来年２月に
は引継も兼ねた新３年生に向けての練習を予定していま
す。

第２回いじめアンケートの結果
１０月下旬に、２回目のいじめアンケートを実施しまし
た。今回「いやな思いをしたことがある」と回答した児童
は１４名、
「今も続いている」と回答した児童が６名おり
ました。また、「いやな思いをしているのを見たり聞いた
りしたことがある」児童は１７名いました。いやな思いを
した詳細の多くが「悪口」と「仲間外れ」でした。すぐに
本人や関係する児童に状況を確認し、対応をしています。
なお、校内の「いじめ防止対策委員会」が中心となり、ア
ンケート結果をもとに児童の実態を検証した結果、２件の
いじめを認知致しました。再発防止に全力をあげるととも
に、今後も状況を正確に把握し、的確に指導・対応に全職
員で努めて参ります。
子どもは、大人から見ると仲よく遊んでいるように見え
ても、実は日常の何気ない友達の言
動に傷ついていることがわかります。
「自身の言動が、相手にどう伝わっ
ているのか」、「自分の気持ちをどう
伝えるとよいのか」等、日常生活の
中でもコミュニケーション能力を育
てる意識をもって接していきたいと
思います。

～第 1 回特認校見学会～
11 月２日（金）に第一回の特認校見学会がありまし
た。４名ほどの参観者がこられ、熱心に見学していかれ
ました。

関内小・有珠小合同 英語乗り入れ指導
円滑な中学校との接続を目指して、関内小 6 年・有珠
小 6 年合同で、光陵中学校の英語教諭による、外国語の
授業が行われました。最初はとても緊張していた子ども
たちでしたが、少しずつ慣れて、関内小の子供たちのよ
さを発揮することができました。

～清掃ボランティア募集中～
現在５名の方にお願いしていますが、作業量も多少増え
ることが予想されるため、再度ご案内いたします。内容や
日時は下記の通りです。ご協力可能な方は、学校（教頭）
へご連絡ください。よろしくお願いいたします。
１ 日 時

個人情報のため割愛させていだきます。

１２月２７日(木)
【１０：３０～１１：３０】

２ 内 容
・階段、廊下の床清掃
・展示ガラスの清掃等
３ 持ち物
・特にありません。
※ゴム手袋、洗剤など清掃に必要なものは学校で用意
致します。

～お願い～
そろそろ次年度の学級編成を考える時期となりました。
小規模校のため、一人の増減により、様々なことが起こり
得ます。転校や転入の情報などありましたら、早めに担任
にお知らせください。よろしくお願いいたします。

