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～子どもたちがこれからの人生をよりよく生きていくために～
人権教育部・道徳部 西村 めぐみ
早いもので、今年も残すところ、あと一か月になりました。日頃は本校教育のため、温かいご支援、ご協
力をいただきありがとうございます。
さて、まもなくやってきます 12 月 10 日が何の日かご存知でしょうか。世界人権宣言が採択された日「世
界人権デー」です。世界人権宣言とは、世界における自由、正義及び平和の基礎である基本的人権を確保す
るため、全ての人民と全ての国とが達成すべき共通の基準として採択されたものです。我が国においては、
１９４９年（昭和 24 年）から毎年 12 月 10 日を最終日とする一週間（12 月４日から同月 10 日まで）を、
「人
権週間」と定めており、様々な啓発活動が行われています。
本校でも、この期間に「人権」について考える機会を持つ取組をしています。具体的には、毎年６月に各
学級で人権目標を決め、その目標を礎として、学級作りに取り組んでいきます。そして、12 月の「世界人権
デー」に合わせて今までの取組を振り返り、さらにその取組を継続したり、必要に応じて目標達成に向けた
新たな取組を進めていったりしています。そして、各学級の取組内容や成果を人権集会において交流し合い
ます。こうした取組を通し、
「思いやりの心」や「かけがえのない命」について考え、自分を大切にし、友だ
ちも大切にできる人に育ってほしいと願っています。
また、
『道徳』の時間を要として、教育活動全体で行う道徳教育も日々大切にしています。この『道徳』の
時間が来年度より『特別の教科 道徳』となります。この背景には、全国で起こっているいじめ問題があり
ます。これを防ぐために『特別の教科 道徳』の時間に、子どもたちが道徳的価値に関わる事象を自分自身
の問題として受け止められるようにすることや、友だちの多様な考え方や感じ方に触れることで身近な集団
の中で自分の特徴などを知り、伸ばしたい自己を深く見つめられるようにしていきます。あわせて、これか
らの生き方の課題を考え、それを自己の生き方として実現していこうとする思いや願いを深めることができ
るようにしていきたいと考えています。しかし、その力や心の土台となる最も育まなければならないものは
「自分は大切な存在だ」という子ども自身の自己肯定感であると言えます。自己肯定感を高めるためには、
子どもの頑張りを認めほめてあげること、子どもの話をよく聞き、子どもの気持ちに寄り添うこと、
「ありが
とう。
」
「あなたが好きだよ。
」など言葉に出して相手への気持ちを伝えることが大切だと言います。学校でも
家庭でも、そして地域の中でも、そんな関わりの中で子どもたちが育っていくことができればと思います。
ありがたいことに、御牧小学校にはそんな環境が子どもたちの周りにたくさんあります。地域の方、PTA
の方々の「おはよう。
」の声かけでスタートする学校生活。これからもそんな御牧小学校であり続けてほしい
と思います。
ご家庭でも是非、
「人権」や『特別の教科 道徳』について関心を持っていただき、それについてお子さん
と話をしたりする機会を持っていただければと思います。

日

曜

１２月の学校行事

1

金

体重測定（高） ５B居住地校交流（４ｈ～昼休み） ６年楽生苑訪問

2

土

やましろ未来っ子小学校EKIDEN（山城総合運動公園）

3

日
人権週間（～８日） 体重測定（中） お鍋給食５Ａ

4

月

町特支学級合同遠足（鉄道博物館） ＰＴＡ文化的事業（体育館）

◇個人懇談会（希望者対象）について

のびスタ⑱ スポーツ教室⑭（３～６年）
5

火

体重測定（低） 読み聞かせ（2年） 委員会（１２月）⑧ アクスタ

12 月 19 日（火）希望者懇談① １３：３０～

6

水

ゆうホールバス ＰＴＡ親のための応援塾

12 月 20 日（水）希望者懇談② １３：３０～

7

木

フッ化物洗口 ストーリーテリング⑩（③6年） アクスタ

12 月 21 日（木）希望者懇談③ １３：３０～

8

金

人権集会（朝） ３年イオン見学

9

土

10

日

世界人権デー

11

月

なかよし班遊び③（昼）地域児童会６ｈ のびスタなし

12

火

学力調査（国） クラブ⑩ アクスタ

13

水

学力調査（算） 児童集会（飼育栽培・２年）ゆうホールバス

14

木

フッ化物洗口（2学期最終） アクスタ

15

金

諸費徴収日 漢字検定申込み締切

16

土

17

日

18

月

19

20

21

火

水

木

スクールカウンセラー来校

懇談を希望された方には、実施日
時を 12 月１日（金）に配付（お知
らせ）させていただきます。よろし
くお願いいたします。

◇漢字検定の申込について
３学期２月９日（金）に行われる漢字検定の申し込み
締切が 12 月 15 日（金）になっています。学習した漢字
の復習や定着にもつながります。ぜ
ひチャレンジしてほしいと思いま

のびスタ

す。

学期末短縮①（４ｈ授業） 希望者懇談①（１３：３０～）
給食あり 下校１３：００

◇ゆうホールバス・・・13 日（水）2 学期最終

学期末短縮②（４ｈ授業） 希望者懇談②（１３：３０～）

12 月 13 日（水）が 2 学期

給食終了 下校１３：００

の最終日となります。この

学期末短縮③（短縮４ｈ授業） 希望者懇談③（１３：３０～）
給食なし 下校１２：１０ 租税教室（６年） PTA運営委員会
ＰＴＡあいさつ運動・登校指導

日は、返却のみで借りるこ
とができませんので、ご確
認ください。

22

金

23

土

24

日

25

月

26

火

27

水

・12 月 19 日（火）１３：００頃 下校

28

木

・12 月 20 日（水）１３：００頃 下校

29

金

・12 月 21 日（木）１２：１０頃 下校

30

土

・12 月 22 日（金）１１：３０頃 下校

31

日

２学期終業式 短縮３ｈ授業 下校１１：３０

◇２学期末の下校時刻について

天皇誕生日

学期末は下校時刻が下記のとおり変更になっています
冬季休業日（～１/８）

ので、確認をお願いします。

【１月の主な行事予定】
９日（火） ３学期始業式 大掃除

１９日（金） 諸費徴収日

１０日（水） 体測（高） 短縮４ｈ 職員会議 書初め展準備

２２日（月） のびスタ いのちの出前授業（５年）

１１日（木） フッ化物 体測（中） とんど準備 給食開始 書初め展

２３日（火） クラブ（3年見学） アクスタ

１２日（金） 体測（低） とんど２ｈ 書初め展②

２４日（水） 児童集会 バスなし

SC来校

１３日（土） 青少年主張発表 ライオンズ書初め展

２５日（木） PTAあいさつ運動・登校指導 学園研修会

１５日（月） 元気が出る大作戦（～23日） のびスタ

２９日（月） のびスタ

１６日（火） 委員会

３０日（火） 校内図工展（～２/２） 授業参観・懇談会

１７日（水） 避難訓練（地震） ゆうホールバス

３１日（水） ゆうホールバス

１８日（木） フッ化物 新入生体験入学・保護者説明会

校内図工展準備

