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コミュニケーションをとるということ
校

長

小 嶺 大 進

コミュニケーションの肝は聞くこと
昨年度の学校だよりで、ある保護者の方との話を通して「『人とコミュニケーションをとっていく力が
最も必要で、知識はアンテナです。』『知識が多いほどアンテナが広がる。』『どんな人とも話ができる
ことが大切。』」という趣旨の内容を書いたことがあります。当然かもしれませんが、今や８割の企業が
人材採用時にコミュニケーション能力を最も重視する項目に挙げています。
先月（３月３日）、白百合女子大学である教員向けの研修会がありました。そこで、本校でもお世話に
なっている河野順子教授が講義・演習をしてくださった内容が印象に残っています。演習の内容は「２人
組になって、一人が紙に書かれた図・模様（○、□や△、直線等の簡単な幾何学的な図）を、もう一人に
言葉で説明して、聞いた人がその図・模様を描く。」というものです。２分以内で伝えるため、説明者は、
必死に相手に伝わるようたくさんの言葉を使って説明します。結果、参加者（１００組程度）で完璧に描
けたペアは数組だけでした。大まかには合っているのですが、微妙なところが伝わっておらず上手く描け
ないペアがほとんどでした。次に２人が役割を交替。その際、１回目と違うのは、図・模様を描く人は、
説明する人に質問をして良いということ。説明する人は、同じように形を伝えていきますが、いくつか質
問を受けながら説明します。私自身も説明しながら質問を受けることで、相手はこの部分のことを聞きた
いのかな、ここをもう少し具体的に言葉にして伝えなくてはいけないのかなと、相手が求めていることに
答えていくことができました。結果、相手はほぼ正解の図･模様を描くことができました。参加した多くの
ペアもそうでした。
コミュニケーション能力がある人ってどんな人？と聞かれると、話が上手な人、どんな人とも話ができ
る人、簡潔に説明できる人等、どうしても話をする方に目がいってしまいがちではないでしょうか。頭で
は分かっていても、私自身どうしても自分が伝えたいことを一方的に話してしまう傾向があります。とて
も反省すべきところです。
何となく分かっているものの、コミュニケーションをとることの第一歩は、やはり”聞くこと、聞いて
あげること”なのだと改めて体験的に学ぶことができました。

先言後礼
先週、「１年生を迎える会」を行い、２年生から６年生の児童が学校紹介や歌、ゲームで１年生を温か
く歓迎してくれました。この会が終了したこともあり、今週から月曜日に行っている全校朝会にも１年生
が初めて参加しました。初めてとは思えないほど、きれいに整列し静かに話を聞いていました。その朝会
で挨拶について話をしました。朝、南門や北門で挨拶をして子供たちを迎えることがあります。こちらか
ら挨拶をすると、ほとんどの子供が挨拶を返します。自分から先に挨拶をする子供が確実に増えました。
挨拶の基本は「相手よりも先に」「相手の顔（目）を見て」「相手に聞こえる声で」挨拶をすることです。
そして、昨年度から、子供たちと教職員で大切にしようとしていることがあります。それが「先言後礼
（せんげんごれい）」です。先に挨拶をして後で礼をする。相手の顔（目）を見てきちんと挨拶をしてか
ら礼をする。これは、日本文化の美徳だと思います。小さいことかもしれませんが、この挨拶の仕方を朝
礼や学習の始め･終わり、職員室に入るときなど意識させています。生活規律はもちろんですが、学習規律
につながり、子供たちが落ち着いた気持ちで学習に取り組めるようになると確信しています。

転出された先生方から離任のご挨拶をいただきました。
小林 義史 先生
平成２４年から６年間お世話になりまし
た。明るく元気な子供たちと勉強したり遊ん
だり、楽しいも思い出がたくさんできまし
た。ミドリンピックやミドリシアター･･･行
事に取り組むときの真剣で一生懸命な子供
たちの姿が忘れられません。
保護者の皆様、地域の皆様に温かく支えて
いただき感謝しています。ありがとうござい
ました。

宇藤

遼 先生

４年間大変お世話になりました。今は３年
生の担任をしており、「緑ヶ丘のみんなが３
年生だったときは…」と懐かしく思い出して
います。緑ヶ丘小学校での日々は、私の心の
中に大きく残っています。皆と過ごした日々
を胸に、一歩一歩進んでいきます。
保護者の皆様、地域の皆様に温かく支えて
いただき、成長できた４年間でした。本当に
ありがとうございました。

衣袋

健一 先生

最後に担任をした今の４年生の子供たち

が生まれた１０年前に緑ヶ丘小学校へ参
りました。子供たちにとっての１０年間は
とても長いと思いますが、私にとってはあ
っという間でした。保護者の方々にかわい
がっていただき、地域の皆様に支えていた
だき、そして、子供たちと共に成長できた
１０年間のすべてが私の宝物です。この宝
物を大切にして、日野市でもがんばりま
す！今まで本当にありがとうございまし
た。そして、これからも…。

清水 聡子 先生
緑ヶ丘小学校で１年間お世話になりま
した。短い間でしたが、緑ヶ丘の子供たち
をたくさんの思い出ができました。スクー
ルサポーターとして様々な学年や学級と
関わりながら過ごしたこの１年間は、私の
一生の宝物です。先生方、保護者の皆様、
地域の皆様、本当にお世話になりました。
ありがとうございました。

着任された先生方からご挨拶をいただきました。
白木 恵以里 先生

吉原 直 先生

第二小から異動してきました。緑ヶ丘周辺の

幼少期を緑ヶ丘で過ごしました。温かい子供た

豊かな自然にうっとりしています。気持ちのよ

ちに出会えて故郷に帰ってきたような気持ちで

い挨拶のできる素敵な子供たちとの日々が楽

とてもうれしいです。
「ありがとう」と「ごめん

しみです。よろしくお願いします。

なさい」を大切に、力を尽くしてまいります。

岡本 みどり 先生
調和小学校から異動してきました。おはよう、
と声をかけると元気に挨拶を返してくれる緑
ヶ丘小学校の子供たちに、毎日元気をもらって
います。校内通級教室の担当です。よろしくお

宇田 圭佑 先生
市内の調和小学校から異動してきました。子供
たちが力を発揮し、のびのびと学校生活を送れ
るよう、努めます。校内通級教室を担当します。
よろしくお願いします。

願いします。

笹川 一喜 先生

用田 舞音 先生

同じく調和小学校から、異動してきました。

新規採用で着任いたしました。東京都の下町に

緑ヶ丘小学校の素敵な子供たちの更なる成長

生まれ育ち、人とのつながりを大切にしており

の助けになれるよう頑張っていきます。校内通

ます。
“家族のような”緑ヶ丘小で、子供たちの

級教室の担当です。よろしくお願いします。

ために誠心誠意努めてまいります。

下村 護 先生
昨年度は出身地でもある伊豆大島の小学校

福田 美樹 先生
新規採用で着任いたしました。緑ヶ丘小学校

に勤め、新規採用で緑ヶ丘小学校に来ました。

の子供たちとお話をすると心が温かくなります。

全力で学校生活を支えていきますのでよろし

校内通級教室の担当です。よろしくお願いいたし

くお願いいたします。

ます。

島本 秀美 先生

古屋 明良 先生

４月から新規採用で緑ヶ丘小学校に赴任しま

調布で生まれ調布で育ちました。自分が生まれ

した。とても温かい雰囲気の中で素敵な子供

育った環境で教師をできることに感謝し、子供

たちと学校生活を送れることを幸せに感じて

たちと楽しく学校生活を送れるよう、日々努め

います。どうぞよろしくお願いいたします。

ます。よろしくお願いいたします。

麻生 江里子 先生
育休代替として緑ヶ丘小学校でお世話になり
ます。敷地内の花や新緑、そして何よりも子
供たちの笑顔や挨拶で毎日元気をもらってい
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

＊ ５ 月 の 生 活 目 標 ＊
『元気よくあいさつをしよう。』（言葉づかいに気をつけよう）
廊下や校庭などを歩いていると気持ちのよいあいさつをしてくれる子がいます。反面、自分ではしてい
るつもりでもあいさつが聞こえてこない子もいます。あいさつは、「言葉のキャッチボール」です。相手
が気持ちよく受け止められるボールを投げることが大切です。ボールが届かなければキャッチボールの意
味がありません。また、相手を見ていなければ、ボールは違う所に転がってしまいます。学校では校内だ
けではなく、地域でも相手を見て明るく元気なあいさつができる子に育てていきます。ご家庭でも、普段
から気持ちのよいあいさつを心がけていただければと思います。

5 月のカレンダー
１日（火） 消防写生会（1，2 年）
町たんけん（3 年）
セーフティ教室、PTA 総会
２日（水） 振替休業日
３日（木） 憲法記念日
４日（金） みどりの日
５日（土） こどもの日
７日（月） 委員会活動
８日（火） 安全指導、尿検査（全学年）
内科検診（1，2 年）
９日（水） たてわり班活動、尿検査予備日
町たんけん（3 年）
4 時間授業（全学年）
１０日（木） 避難訓練、起震車体験（4 年）
１４日（月） 石拾い、教育実習始
運動会係活動〈6 校時〉
１５日（火） 図書館見学（3 年）
5 時間授業（2 年生以上）
１６日（水） 耳鼻科検診（全学年）
１７日（木） 運動会係活動(5，6 年)〈放課後〉
１８日（金） 運動会全校練習①〈１校時〉
２１日（月） 運動会全校練習②〈１校時〉
運動会係活動(5，6 年)〈6 校時〉
２２日（火） 運動会全校練習③〈１校時〉
運動会係活動(5，6 年)〈放課後〉
２３日（水） 歯科検診（2 年）
２５日（金） 運動会前日準備
（1～4 年：4 校時 5、6 年：5，6 校時）

２６日（土） ミドリンピック（運動会）
２８日（月） 運動会振替休業日
２９日（火） さわやかタイム、
ミドリンタイム
尿検査 2 次（対象者のみ）
あいさつ運動週間〈6 月 1 日まで〉

３０日（水） 歯科検診（1，3～6 年）
３１日（木） 交通安全教室（1，3 年）

１年生を迎える会
４月１８日(水)に 1 年生を迎える会を行いました。２
年生が手作りのブンブンごまをプレゼントしました。ま
た、６年生は１年生の手を引いて入場し、５年生はビデ
オで学校紹介をしました。1 年生は 6 年生に教えてもら
った校歌を一緒に歌い、そして、「ぼくたちりっぱな一
年生」を全学年の前で発表しました。大きな歌声が体育
館に響いていました。

各相談窓口のご紹介
○「いじめ相談窓口」
（担当教員）森山・山口・岡本
○「セクシャルハラスメント相談窓口」
（担当教員）佐藤・宇田
○「不登校相談窓口」
（担当教員）沖野・山口
○「特別支援教育相談窓口」
（特別支援教育コーディネーター）山口・吉原・岡本
☆各担当がおりますが、校長・副校長、その他の教員や
スクールカウンセラーにも遠慮なくご相談ください。

