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「あ・い・さ・つ」  

土岐市教育研究所長   本 多 直 也  

平成２７年度がスタートしました。子どもた

ちとの出会いを大切にした入園・入学式、そし

て始業式が行われ、あふれんばかりの笑顔に、

一年間の期待をもつことができたのではないで

しょうか。 
 さて、４月は新しい教職員のみならず、子ど

もたちも新しい仲間との出会いがたくさんあり

ます。学級の仲間はもちろん、先生との出会い、

登下校で一緒になる仲間、部活動や委員会の活

動・・・今までとは違う仲間と席を隣にしたり、

活動をともにしたりすることで、気持ちが新た

になるとともに、成長の糧になっていくもので

す。 
 当たり前のことですが、人と人との出会いは、

まず、挨拶から始まります。「おはようございま

す」「こんにちは」「さようなら」明るい挨拶を

すれば、それだけで、その後の人間関係があた

たかくなることは多くの人が経験していること

と思います。 

「挨」は心を開いて近づく、「拶」も同様に迫 
る、近づくという意味があるようです。挨拶は、

まさに「心を開いて相手に近づく」ということ

の人としての基本的なマナーであるともいえま

す。 
 園・学校では、「挨拶運動」等の活動を児童会、

生徒会だけでなく、保護者、地域の方も一緒に

なって取り組んでいます。誰もが、社会生活を

営む上で挨拶の必要性を感じているからではな

いでしょうか。挨拶の大切さを語るとき、その

意味を語りながら、具体的な方法を子どもたち

に伝えて、心地よく、さわやかな風を吹かせた

いものです。 
“あ” 明るく   
“い” いつも  
“さ” 先に 
“つ” 伝わるように 

笑顔と活力のある教室、園・学校となるよう一

年間それぞれの立場でがんばりましょう。 
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真っ直ぐにするしつけ
土岐市教育長 山田 恭正

昨年度、市政６０周年記念事業の一環で「石

原進日本画郷土展」を開催しました。石原進先

生は、土岐市土岐津町出身で日展会員として活

躍される日本画家であり、まさしく土岐市が誇

りとする人です。

市政６０周年のお祝いとして、先生のご厚意

で市立図書館等に、数多くの作品を寄贈してい

ただきました。

(濃南小学校へ寄贈いただいた《夢》)

先般、石原先生と懇談する機会があり、絵画

を始めたきっかけ、制作のご苦労、制作から生

まれた人生観等々、胸がいっぱいになるような

お話をお聞きしました。

その中で、「絵は、中心を決めて真っすぐに描

くことが大切です。人間の生き方も同じことで

す。」と言われたことが今でも心に残っています。

さらに先生は、「一番描きたいものを中心にも

ってきて、真っ直ぐ描ききることが大切で、日

頃の生活の中でも『真っ直ぐ』の気持ちをもた

ないと描くことはできません。」と話されました。

先生のお話は、至極当たり前なことなのです

が、なぜか教育にも通じることがあるように感

じました。

例えば、字を書くときマス目の中で中心に気

をつけ、真っ直ぐ書くように指導しているか、

靴箱に靴を入れるとき、真っ直ぐに入れるよう

にしているか、歩行やかけっこの時、真っ直ぐ

を意識しているか等々、真っ直ぐにする指導の

場面が結構多いように思います。

石原先生の作品やお話からは、そんな「真っ

直ぐ」の大切さの意味を私たちに教えてくださ

っているように感じました。

石原先生のお話が脳裏に焼き付いて離れない

時、ひとりの著名な哲学者「森信三」の著書に

出会いました。人間教育の父と称され、生涯「人

間力」を追求するなか、『しつけの三原則』を次

のように記しています。

（一）朝のあいさつをする子に。

それには先ず親の方からさそい水を出す。

（二）「ハイ」とはっきり返事のできる子に。

それには母親が、主人に呼ばれたら必ず

「ハイ」と返事をすること。

（三）席を立ったら必ずイスをを入れ、ハキモノ

を脱いだら必ずそろえる子に。

石原先生の「真っすぐ」の意味と「しつけ」

意義が結びついたように感じました。

付記（石原先生寄贈・展示作品の紹介） 一部

《白日》《雨後》 土岐津小学校

《寝覚の床》 土岐津中学校

《なんじゃもんじゃ》 土岐津公民館

《兵馬俑》 セラトピア土岐

《樹蔭》《紅舞》《臥龍桜》市立図書館

《ヒトツバタゴ》 給食センター



 
平成２７年度                                

     
土岐市教育委員会 

 
 
市指定「土岐市研究推進指定園、指定校」 
・下石小学校附属幼稚園＜発表＞ 
・土岐津小学校＜発表＞     ・駄知小学校＜中間＞    ・濃南小学校 ＜初年＞ 
・肥田中学校 ＜発表＞     ・泉中学校 ＜中間＞    ・土岐津中学校＜初年＞ 

講師派遣・配置 
■ＡＬＴ派遣・・・・・・・・・・・・2 名の ALT をのうなん保育園、幼稚園、小・中学校に派遣   
■小学校外国語教育講師派遣・・・・小学校の英語活動等を支援する人材の派遣  
■はつらつ人材バンク・・・・・・・・特色ある教育活動展開をするための地域人材の派遣  
■小学校教育相談員（全小学校） 
■中学校教育相談員（全中学校） 
■学校内適応指導教室相談員（泉小、駄知中、泉中） 
■県スクールカウンセラー（全中学校）  
■きめ細かな学校支援事業・・・・・・「市支援員」として配置   
■外国人児童生徒学校適応支援事業・・外国人児童生徒支援のために派遣  

教育振興・補助等 
■特色ある学校づくり事業補助金   
■キャリア教育推進事業補助金 
■芸術鑑賞事業補助金    
■科学作品・発明くふう展    
■小・中音楽会    
■市美術展幼少年部、市民文化祭音楽会    
■小学校夢の教室 
■中体連競技大会    
■ほほえみレター 
■ＳＳＮ（スクーリング・サポート・ネットワーク）整備事業 
■市カウンセラー活用事業＜浅野教室を拠点＞ 

教育表彰   
■教育文化賞   
■教育実践論文   

 
 
 

 

学校訪問  
■教育長訪問     各幼、小・中 1 回・・・・・東濃教育事務所が学校管理指導訪問を兼ねる 
■研究所訪問（研修） 研究推進指定校・・・・・・・校内主題研に教育研究所が訪問  
■研究所訪問（要請） 指定校以外の幼、小・中 

研修会   
■校長研修会・・・・・・・・月２回程度      ■教頭研修会・・・・・・・月１回程度              
■教務主任研修会・・・・・・月１回程度      ■生徒指導主事研修会・・・月１回程度 
■保健主事研修会・・・・・・月別行事予定に記載    ■情報教育主任研修会・・・月別行事予定に記載 
■人権教育主任研修会・・・・月別行事予定に記載  ■給食主任研修会・・・・・月別行事予定に記載 
■養護教諭研修会・・・・・・月１回程度      ■事務職員研修会・・・・・月１回程度                      

■副園長研修会・・・・・・・月１回程度      ■幼稚園教務主任研修会・・月１回程度         
■教育相談講演会・・・・・・年１回 

研修事業   
■マイプラン研修 幼３名・・・研究発表会への参加等に係る費用の補助 
■初任者研修・・・・・・・・・県及び市教育委員会、各学校の計画に従って実施  
■２年目研修・・・・・・・・・2 年目教員が授業実践を通して研修  
■サマーセミナー 
■管外研修 

研究委員会  
■学力向上推進委員会  年６回・・・・児童生徒の確かな学力の向上を目指す  

課題解決プロジェクト 

■教育の今日的課題へのアプローチ・・研究推進指定校を除く８校で実施  

助成事業等 

訪問・研修事業等 



「心にひびく言葉」 
毎日の中で、 

一番むだに過ごした日は、笑わなかった日です。 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
  この言葉は、いつも私を励まし、見守ってくれ   一日を大切に過ごそう！ 
た人が残したものです。残した本人が、家族に、   そんな思いで物事を、人の行為をプラスに考え、 
そして、自分に言い聞かせて生活したい思いから、  明るく過ごしたらどうだろうか。 
この言葉が書かれた置物を買って、家族が一番よ        それは、いったいどんな事なのかを考えると、 
く目にする場所に置いて知らせた言葉です。     やはり、自分で明るく過ごしたいと意識してみる 

ことでした。まずは、口元をちょっとあげて、微 
  この言葉を見るまでの私は、自分が思い通りに   笑んで子ども達に、保護者の方々に「おはようご 
ならないと、人のせいにしたり、人の悪い面が気   ざいます」といってみるのです。たったそれだけ 
になったり、なぜかイライラして、一日を振り返   なのに、自分の気持ちが明るくなります。言われ 
ると後悔することばかりでした。後悔すると気持   た人もいい顔をします。そんなほっとする触れ合 
ちが沈みます。悪いことばかりを考えてしまいま   いができたことがちょっぴり嬉しくなります。そ 
す。しかし、前向きに考えたとしたら、気持ちが   の時を大切にしたいと思います。そんな何でもな 
楽しくなります。笑っているとなぜか力がでます。  いことを大切にし、前向きに明るく過ごすことで、 
どうせ生きているなら楽しく過ごそう！       今日も私は、楽しく笑ってむだに過ごしていない 
一度の人生なら笑って楽しく過ごそう！       と思って過ごしています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

泉小学校付属幼稚園 園長 渡辺 伊津子 

掲 示 板 

本年度もよろしくおねがいします 

◇お世話になりました 

所長      樋田 東洋(武並小へ) 

指導主事    土本 高夫（駄知小へ）

嘱託指導主事  澤田 修一(退職) 

浅野教室相談員 加藤 弘子（退職） 

【浅野教室】 

＜左より＞ 

相談員 

毛利 知美 

室 長 

桐井 雅康 

 

【教育研究所】 

＜前列左より＞ 

主任   有賀 雅美 

所長   本多 直也 

(加茂教育事務所より) 

指導主事 保母 征之 

(多治見市立精華小より) 

＜後列左より＞ 

嘱託指導主事 安藤 篤 

ＡＬＴ  ダーラム・ジル・ダイアン 

ＡＬＴ  キーズ・ヘレン・バージニア 

事務   伊藤 のり子 




