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学校で子どもたちと接していると「話し方」「言葉の使い方」について考えさせられ
ます。言葉だけではなく、自分と他者との物理的・心理的距離感のはかり方、言い換
えれば言葉を含めた様々なツールによるコミュニケーションのとり方を子どもたちに
伝えていく必要性を感じます。
話し 方 は、 粗雑 で ある より てい ね いな 方が 良 いで す。 言葉 遣 いは 、き たない よりき れいな 方が 良
いです。人を呼ぶときには、呼び捨てあるいはあだ名より「さん」をつける方が敬意を示すことがで
きます。表情は、険しかったりうつむいていたりするより、笑顔で相手の目を見ながら話しかける方
が気持ちが良いです。ですから学校では、話し方のルール・正しい言葉遣い・気持ちの良い呼び方・
相手に語りかけるときの仕草などを指導します。それは指導の基本中の基本です。
難しいのは、その先です。上に挙げたどれをとっても、その根っこに「心」が伴っていなければ、
相手には伝わりにくく、ときには文面上は全く問題がない、いや、とてもしっかりした言い方でも相
手にはあまり良い印象を与えない場面もあれば、フランクで多少ていねいさに欠けても、かえってそ
れが親しみやすく、好印象を与えることがあるということです。
「空気を読む」という言葉があります。何でもかんでも場の雰囲気に合わせたり、他者の表情をく
み取 った りす る こと を必 ず しも 良い こと とは 思いま せんが 、「この 場はし っかり とお客 様に失 礼の な
いよ うに 。」 とか 「今 は 、和 やか な 時間な ので 、少々 ふざけ て良い かな？ 」とい うこと を察知 する 力
は、「 生 きる 力」 とし て とて も重 要 です。 強く 主張を しなけ ればな らない ときは 、空気 をあえ て読 ま
ずに 毅然 とし た 態度 でい る こと もま た 、「 生き る力」 として 必要な ことで す。そ の調整 を自分 の中 で
していく能力を「コミュニケーション能力」と呼ぶのかと考えます。
21世紀を生きる子どもたちには、コミュニケーション能力を身につけることが最重要課題ではない
でしょうか？
場に応じた気持ちよいあいさつや話、相手の気持ちや動きをくみ取って考え
る能力…こういったことが身についていくことが大切です。AIや情報機器の
発達した時代だから、気持ちを推し量らなくて良いのではなく、そういった
時代だからこそ、言葉の行間を読んだり、相手の真の気持ちをくみ取ることが必要です。
そんなことを花壇でサポート隊の方と話していたら、素敵な言葉を紹介してくださいました。
たった一言
道詠

「その一言」
あなたのたったひとことが
他人の心を傷つける
「そのひとこと」
あなたのたった一言が
他人の心を あたためる
他人の人生豊かにする

『たった一言が人の心を傷つける、たった一言が人の心を暖める（暖める）』 は、

サトウ ハチローさんの詩としても知られていますし、お寺などで
も よ く 見か け る の です が 、こ んな 言 葉と して つな が って いた の で
すね。

同 じ 言葉 で も 、 とき に それ は勇 気 づけ の言 葉に も なり 、と き に
そ れ は 人を 傷 つ け る刃 に もな りま す 。そ のこ とに 気 づい た上 で 正
し く 使 う言 葉 は 、 必ず 人 に伝 わり ま す。 逆に 「な ん とな く」 使 う
言葉で、仮に深い意味を込めていなくても、相手にとっては一生に傷になる場合もあります。
子どもたちには、少なくとも言葉の重みを知ってほしいと思います。昨年10月23日（火）の朝日小
学生新聞に ひきたよしあき さんが書いていらっしゃった 『大勢の中のあなたへ』 という文章を右に載せま
す。 上記 のこ と を子 ども た ちに 伝え るの に 、ふ さわ し い記 事だ と思 い 、3ヶ月も 暖めて いまし た。
ぜひ、保護者の皆様から紹介してあげてください。
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あなたに手紙を書きます。言葉づかいの悪いあなたに手紙を書きます。
「 万葉集 」という古い 和歌集 に「 言霊（ことだま）の幸う国」
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と書いてあります。日本は「言葉の 霊力 によって 幸せ になる国」という意味です。 昔 の 日本人 は、こう信じていました。
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言葉に 霊力 があるかどうかはわかりません。でも、あなたが発する言葉には、あなたに知識、あなたの 感情 、相手を思いやる
きもち
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気持ちの 分量 、言葉に対する 考え方 などがつまっていることは確かだよね。
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「うざい！死ね！」と、軽い気持ちで言ったとします。周囲 の 人 は、この言葉によってあなたという 人間 を知り、今後の付き合い 方
きめる
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を決めるのです。決して得なことじゃないよね。 私 は、ただきれいな言葉を使いなさいと言っているわけではありません。きれい
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な言葉でも、 心 がこもっていなければ、そこに 魂 がこもるはずはありません。
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あなたの言葉を 点検 してみましょう。あなたの言葉が 人 を笑顔にしていますか。傷ついている 人 をはげましていますか。あなた
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の 周囲 を明るくしていますか。相手を思いやる気持ちがあれば、言葉づかいは自然に美しくなるものです。
ひと

ことば

つかえない

おもう こと

じつは ことば

ひと

えがお

ひと

「 人 のためにいちいちきれいな言葉なんて使えないよ。」と思う 事なかれ。実は言葉で 人 をはげまし、笑顔にできる 人 は、
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落ち込んだ自分を言葉で笑顔にする 力 を持つことができるのです。
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言葉に 心 を込めましょう。自分も、 周囲 も、 幸せ になる言葉を使いましょう。

貴重なご意見をありがとうございました。
＝学校評価のお礼・お知らせ＝
２学期末に行いました「学校評価」を分析し、記述していただいたご意見は一つ一つを読ませていただ
きました。毎年のことではありますが、貴重なご意見をたくさん頂戴することができ、ありがたく思うと
同時に、次年度の活動にぜひとも生かしたいと思うところです。
年間のスローガンに掲げ、課題としてきたあいさつには、「子どもたちが、笑顔で元気よくあいさつする
ようになったと感じる。」というご意見のある一方、「子どもたちは、自分からはなかなか声が出ない。」と
いうご意見もありました。
通知は、おたよりが良いというご意見、メールのみで良いというご意見。授業参観や学校の様子を見る
機会をもっと増やしてほしいというご意見と学校に行く機会が多すぎるというご意見。どちらか一方だけ
に決められないようなご意見も多く、「より良く」していくことの難しさ、教育活動に「絶対」がないとい
う事実を改めて感じました。
働き方改革や教師の多忙化の報道を受け、教師の健康を気遣ってくださるご意見を多く頂戴したのも、
今年度の学校評価の特徴でした。
繰り返し、ご連絡しているところですが、2020年は、新学習指導要領が全面実施となる年です。カリキ
ュラムの変更が必要です。皆様から頂戴したご意見を出来る限り反映したいと思っています。
分析結果は、授業参観日の前日に配付いたします。ご質問等は、懇談会の中で出していただけるとあり
がたいです。懇談会と同時進行で行います「学校運営協議会」でも、学校評価の結果を議題といたします。
学校保健委員会
１月３０日（水）SCの清水友紀子先生をお迎えして、子どもの心身の健康についてのお話をしていただきました。ただ、注
意をしたり、否定を繰り返したりするだけでは、子どもの成長の芽を摘んでしまうだけでなく、自信をなくさせて、自己肯定
感の低い子どもにしてしまうというお話を聞いて、1回1回の言葉かけの大切さに改めて気づかされました。
「頑固だね！」ではなくて「意志が強いね！」と言ってあげられると、子どもは自己肯定感をもって、物事をポジティブに
とらえることができるということです。もちろん、我が子だからこそ、ほめるばかりでなく、厳しい注意をしなければならな
い場面もあるわけですが、周囲の大人のちょっとした声かけが、子どもの人生を決定づけてしまうことさえあると考えると教
育者として、また、親として、一大人としてしっかり生きなければ…と感じさせられました。ポジティブな声かけについては、
保健室の掲示板にも、たくさんの例が、掲示されています。学校に来られた際は、ぜひ一度ご覧になってください。
※ これは予定です。変更になる場合もあります。

行事予定

GUA 元気ｱｯﾌﾟｱｼｽﾀﾝﾄ

1日(金) 登校指導 朝会 クラブ活動
3日(日) 相川公民館まつり（4年参加、展示参加）
4日(月) GUA
5日(火) 登校班長会議 ICT元気塾(3年B)
6日(水）GUA
7日(木) ロング昼休み スペシャル昼読 ALT
8日(金) 委員会活動 SC
11日(月) GUA
12日(火) ICT元気塾(3年A)

ALT ｱｼｽﾀﾝﾄﾗﾝｸﾞｳｪｯｼﾞﾃｨｰﾁｬ-

SC

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ

13日(水) 卒業式予行練習（2,3校時） GUA
PTA第１回本部会
14日(木) にじのとびら（1,3,5年） ALT
18日(月) 給食最終日 大掃除（5校時）
19日(火) 朝清掃 短縮4時間
20日(水) 朝清掃 卒業証書授与式
21日(木) 春分の日
22日(金) 短縮4時間
25日(月) 修了式 短縮4時間
26日(火）年度末休業
29日(金) 新年度準備（5年生登校）給食費引落日

