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 あいさつは、コミュニケーション

の第一歩と考え、住道北小学校では

生活のお約束として、「自分から先にあいさつ」をモットーに、あたり前に身につくよう啓発して

まいりました。 

また、子どもたちに「自分から先にあいさつを！」と求める前に、まずは教職員が子どもたちの

お手本となれるよう、来校者を気持ちのいいあいさつでお迎えするよう心掛けてもきました。 

 以前、お示ししましたように、あいさつが身につくまでの段階を次のように考えています。 

第０段階 あいさつをされても、相手にあいさつを返せない。 

第１段階 あいさつをされれば、相手にあいさつを返すことができる。 

第２段階 クラスの友だちや担任の先生には、自分からあいさつができる。 

第３段階 学校では、誰にでも自分からあいさつができる。 

第４段階 学校だけでなく、地域でも自分からあいさつができる。 

“あいさつの大切さ”で検索すれば、①「大きな声であいさつをすると気持ちがいい」②「笑顔

になる機会が増える」③「相手からの印象が良くなり、人間関係も良くなる」④「常識のある人と

いう評価を得られる」⑤「あいさつから会話が始まる」⑥「思い立ったら、今すぐに始められる」

など、６つの効果が紹介されています。 

 冬休みの課題として、「あいさつ標語」を募集し、各クラスより優秀作品を選出し表彰しました。

また、保護者の皆様からも、素敵な標語がたくさん寄せられ、あいさつの大切さについて、互いに

見つめ直すきっかけになったと思っております。本当に、ご協力ありがとうございました。 

 それでは、各クラスより選出された子どもたちのあいさつ標語を改めて紹介します。選出されな

くても、あいさつの大切さについて一人一人がしっかりと向き合ってくれたことに感謝しています。 

学年・組 あいさつ標語 作者名 

１年１組 あいさつは こころのはなさく あいことば 前川 よつ芭 

１年２組 あいさつは みんながともだちになれる まほうのことば 木村 琴音 

２年１組 あいさつは なかよくなれる まほうのことば 芦口 結都 

２年２組 あいさつは 友だちふやす 合いことば 髙永 晃広 

３年１組 あいさつは 幸せつなぐ 心のかけ橋 河野 真理奈 

３年２組 あいさつは 心がよくなる事だ あいさつを広げよう 日本中に 三浦 佑心 

４年１組 あいさつは ひとのこころを むすぶもの 山本 拍 

４年２組 あいさつを しているだけで 気持ちがいい 友情深める 大事な言葉 岩崎 颯人 

５年１組 響く声 風に乗って飛んで行け 君があいさつをすると 一つの花になる 末谷 愛 

５年２組 あいさつで バトンを回せ 世界まで 谷所 奏 

６年１組 町中に あいさつの花 咲かそうよ 湯山 颯士 

６年２組 あいさつで あかるくたのしい 住北小 大岡 志帆 

 続いて、保護者の皆様からご提案いただいたあいさつ標語を紹介いたします。非常に

たくさんの作品が寄せられましたので、今回は１・２年生の保護者の皆様の作品を裏面

に掲載させていただきます。共にお取組みいただき、心より感謝申し上げます。 



あいさつは 笑顔がこぼれる 魔法の言葉 元気な挨拶で 優しい気持ち伝わるよ 

あいさつできると 何でもできる！ あいさつは 心をなごます ことばだよ 

愛を込め 自ら心を開き 相手に迫る 挨拶で 絆が深まる 住北小 

朝のあいさつ 気持ちのいい一日の 始まりだ あいさつで 心の温度が 伝わるよ 

がんがん げんきに あいさつ げんき おはよう あいさつすると かえしてくれる 

あいさつは えがおをつくる すてきだね ありがとう 微笑みながら 感謝する 

あいさつで 朝から元気に がんばろう あいさつは 顔みて しっかり 大きなこえで 

朝から元気なあいさつを 歯を見せて しっかりあいさつ 気持ち良い 

あいさつを 元気にすると 笑顔がふえる あいさつで 心もからだも 元気モリモリ！！ 

認め合う 気持ちを示そう 挨拶で あいさつは やさしいきもちの おくりもの 

あいさつを するととっても 良い気分 ありがとう 言って言われて いい気分 

あいさつする みんなのかおは にっこにこ☺ おはよう！！ あれ？ なんだか気持ちいい！ 

寒い冬 あいさつすると 心はホッコリ 温まる あいさつで 増やそう笑顔 自分から 

おおきなこえであいさつをして こころのエネルギーをまんたんにしよう！！ 

あいさつで その日の気分が上がります あいさつしよう 心をこめて 

あいさつは 昨日今日 みらいをつなぐ 言葉のバトン 

あいさつを すすんでしよう じぶんから にっこりえがおで みんなにあいさつ 

おはようと 朝のスタート 準備よし おはよう  おはよう  おはよう  今日も一日がんばろう 

あいさつが ひろげてくれるよ 笑顔の輪 あいさつで 咲かそう みんなで 笑顔の輪 

朝起きて 笑顔でいっぱつ おはようさん＾＾ あいさつは いつでも どこでも だれでも できる 

あいさつは みんなを笑顔にする 魔法 あいさつは 笑顔になれる スイッチだ 

おはようの 笑顔が今日の 活力だ あいさつは えがおひろがる まほうのことば 

あいさつを するとみんなが えがおになる おはようは 一日をスタートさせる 大切な言葉 

あいさつで 今日から君も おともだち あいさつで 広げていこう 笑顔の輪 

あいさつで 笑顔あふれる 通学路 あいさつは 大きな声で 元気よく 

あいさつは 1 日の始まり 元気の源 あいさつは にっこり笑顔で 自分から 

元気パワー 明るいあいさつと その笑顔 元気なおはようは 気持ちのいい 1 日の始まり 

「こんにちは」 笑顔をそえて ごあいさつ おはようから その日の元気が もらえるよ 

たくさんの保護者の皆様の賛同を得て、今後も家庭と学校が一つになって、子どもたちを温かく

励まし、褒めていきたいと考えております。次号では、３・４年生の保護者の皆さんより寄せられ

た「あいさつ標語」を掲載いたします。 

 １月２３日（月）の児童集会で、長野県円福寺の住職、藤本幸邦さんの詩を紹介しました。 

「自分の足元を見よ」「自分の行いを見よ」という

意味が深く込められている詩ですが、まずは、靴をそろえるという行為に

落ち着いた心、物を大切にする心が働き、乱れている靴を直せば、そこ

には、思いやりの心が見えてくるというお話をしました。 

実際に、学年の靴を揃えてくれていた４年生の女の子のお話や朝の

マラソンが終わってから他の学年の靴も揃えてくれていた５年生のお話、

そして、両手で丁寧に靴のかかとを揃えて教室に上がって行った３年生

の男の子たちのお話など、子どもたちの素敵な行動を紹介しました。 

今、靴箱を見に行くことも、楽しみの一つになっています。 

「はきものを そろえる」 

はきものを そろえると 心もそろう 

心がそろうと はきものもそろう 

ぬぐときに そろえておくと 

はくときに 心がみだれない 

だれかが みだしておいたら 

だまって そろえておいてあげよう 

そうすればきっと 

世界中の 人の心も そろうでしょう 


