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校長室から 

川上 り彩      
42日間の夏休みを終え、子どもたちが学校に戻ってきました。心も体も一回り大きくなった子どもたちに会えるのを、教

職員一同、楽しみにしていました。 
今日の始業式では、蒔田㬜治さんの絵本『教室はまちがうところだ』の詩をもとに、子どもたちに話をしました。裏面

に、その詩の全文を載せておきます。 
「友達と話し合ったら、分かった！」「繰り返し練習したら、できるようになった！」その瞬間、子どもたちの目は輝き

ます。分からなかったことが分かり、できなかったことができるようになるというのは、大いなる喜びであり、楽しいこと
です。特に、何度も間違え失敗したことほど、できたときの達成感は大きいものです。しかしながら、「人前で間違えたら
恥ずかしい。失敗して笑われたらどうしよう。」と思うと、人は臆病になり、せっかくの成長の機会を逃してしまいます。 
学校は失敗するところです。失敗から学ぶ場です。授業は間違うところです。間違いから学ぶ場です。教室にいる一人一

人が本気で考え、思い切って意見を出し合うことが大切だと思います。大事なのは、誰かが間違えても、決して笑ったり、
ばかにしたりしないことです。そして、どこが間違えているのか、みんなで考え、正しい答えやよりよい考えを見つけてい
くことが、本当の勉強だと思います。 

2学期は、校外学習や修学旅行、運動会などの行事も多く、学習や学級活動においても充実の秋を迎えます。失敗や間違
いを恐れることなく、挑戦できる子どもたちを育てていきたいと考えています。保護者や地域のみなさまには、引き続き、
子どもたちへの応援をよろしくお願いいたします。 
 
 
 

９月の行事予定 
 
 

日 月 火 水 木 金 土 

SC－ｽｸー ﾙｶｳﾝｾﾗー (山地先生) 
ALT－英語指導助手(ディラン先生)  
 

 
 
 

１   
２学期始業式 
身体計測(４年) 
給食開始 
下校 全校 13:00 

２ 
身体計測(６年) 
こども未来館学習（4年） 
下校 12356年 13:00 
下校  4年 15:30 

３ 
 

４ 
 

５   身体計測(５年) 
教育相談日 SC来校 
すこやか調べ（～11日） 
修学旅行周知会(６年) 
下校 全校 13:00 

６    
身体計測(３年) 
 
 
下校 全校 13:00 

７ 
身体計測(２年) 
委員会活動 
下校 1～4年 13:00 
下校 5～6年 13:45 

８ 
身体計測(１年) 
下校 1～2年 14:30 
下校 3～6年 15:20 
陸上クラブ 

９ 
 
下校 1～2年 14:30 
下校 3～6年 15:20 
陸上クラブ 

１０ 
 

１１ 
 

１２    
諸費振替日 
教育相談日 SC来校 
放課後スタディ 
下校 1～3年 14:30 
下校 4～6年 15:20 
陸上クラブ 

１３    ALT来校 
ベルマーク回収日 
学級委員任命式 
 
下校 1年   14:30 
下校 2～6年 15:20 
 

１４ 
クラブ活動 
 
 
下校 1～3年 14:30 
下校 4～6年 15:20 
陸上クラブ 

１５ 
 
 
 
下校 1～2年 14:30 
下校 3～6年 15:20 
陸上クラブ 

１６ 
オープンスクール 
非行防止教室(４年・６年) 

情報モラル出前授業(3年) 

下校 1～2年 14:30 
下校 3～6年 15:20 
陸上クラブ 

１７ 
 

１８ 
 

１９ 
敬老の日 

２０     
ロング昼休み 
 
下校 1年   14:30 
下校 2～6年 15:20 
陸上クラブ 

２１ 
校外学習(２年) 
代表委員会 
下校 1～4年 14:30 
下校 5～6年 15:20 
陸上クラブ 
 
 

２２ 
 
 
下校 1～2年 14:30 
下校 3～6年 15:20 
陸上クラブ 

２３ 
秋分の日 

 
 

２４ 
 

２５ 
 

２６     
放課後スタディ 
下校 1～3年 14:30 
下校 4～6年 15:20  
陸上クラブ 

２７   ALT来校 
児童集会(クリーン委員会) 

下校 1年   14:30 
下校 2～6年 15:20 
陸上クラブ 

２８ 
月末大掃除 
 
下校 全校 14:30 
 

２９ 
 
 
下校 全校   13:00 
 

３０ 
 
下校1～2年 14:30 
下校3～6年 15:20 
陸上クラブ 

 

〇１０月の主な行事 
４日(火) 委員会活動              ６日(木) 市陸上記録会（雨天時：１０/１２） 
７日(金) ６年修学旅行(８日(土)まで)      １１日(月) 諸費振替日、６年振替休業日、学びのたより配付(１～５年)      

１２日(水) 代表委員会、学びのたより配付(６年) １３日(木) 就学時健康診断        
２２日(土) 運動会（雨天時：１０/２３）     ２４日(月) 振替休業日        ２６日(水) クラブ活動             
２７日(木)  ４年心電図検査           ２８日(金) ５年校外学習       ３１日(月)  １年校外学習、月末大掃除 
教育相談日 ３日（月）、１７日（月） 

か け は し 

９月の生活目標  生活リズムを見直そう 

２３が６０家庭読書週間＆スマートメディア運動（9/18～9/24)     

学校の行事予定、子どもたちの様子などをブログ形式でＨ
Ｐに載せています。スマートフォンからも閲覧できます。 
右記QRコードをご活用ください。              



『教室はまちがうところだ』 

             まきた しんじ 

教室はまちがうところだ 

みんなどしどし手をあげて 

まちがった意見を 言おうじゃないか 

まちがった答えを 言おうじゃないか 

 

まちがうことを おそれちゃいけない 

まちがったものを わらっちゃいけない 

まちがった意見を まちがった答えを 

ああじゃあないか こうじゃあないかと 

みんなで出しあい 言いあうなかでだ 

ほんとのものを見つけていくのだ 

そうしてみんなで伸びていくのだ 

 

いつも正しくまちがいのない 

答えをしなくちゃならんと思って 

そういうとこだと思っているから 

まちがうことがこわくてこわくて 

手もあげないで 小さくなって 

だまりこくって 時間がすぎる 

 

しかたがないから 先生だけが 

勝手にしゃべって 生徒はうわのそら 

それじゃあちっとも 伸びてはいけない 

 

神様でさえまちがう世の中 

ましてこれから人間になろうと 

している僕らがまちがったって 

なにがおかしい あたりまえじゃないか 

 

うつむきうつむき 

そうっとあげた手 はじめてあげた手 

先生がさした 

どきりと胸が大きく鳴って 

どっきどっきと体が燃えて 

立ったとたんに忘れてしまった 

なんだかぼそぼそ しゃべったけれども 

なにを言ったか ちんぷんかんぷん 

私はことりと すわってしまった 

 

体がすうっと すずしくなって 

ああ言やあよかった こう言やあよかった 

あとでいいこと 浮かんでくるのに 

 

 

それでいいのだ いくどもいくども 

おんなじことを くりかえすうちに 

それからだんだん どきりがやんで 

言いたいことが 言えてくるのだ 

 

はじめからうまいこと 言えるはずないんだ 

はじめから答えが あたるはずないんだ 

 

なんどもなんども言ってるうちに 

まちがううちに 

言いたいことの 半分くらいは 

どうやらこうやら 言えてくるのだ 

そうしてたまには 答えもあたる 

 

まちがいだらけの ぼくらの教室 

おそれちゃいけない わらっちゃいけない 

安心して 手をあげろ 

安心して まがえや 

 

まちがったって わらったり 

ばかにしたり おこったり 

そんなものは おりゃあせん 

 

まちがったって だれかがよ 

なおしてくれるし 教えてくれる 

困ったときには 先生が 

ない知恵しぼって 教えるで 

そんな教室 作ろうやあ 

 

おまえへんだと言われたって 

あんたちがうと言われたって 

そう思うだからしょうがない 

 

だれかがかりにも わらったら 

まちがうことが なぜわるい 

まちがってること わかればよ 

人が言おうが 言うまいが 

おらあ自分で あらためる 

わからなけりゃあ そのかわり 

だれが言おうと こづこうと 

おらあ根性 曲げねえだ 

 

そんな教室 作ろうやあ 



 


