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私たちが目指す姿

私たちは、人の気持ちを考えることのできる学年になりた

いです。それが実現できれば、学年全員が楽しく、安心して成

長できるようになります。そのためには、今、私たちにある２

つの課題を解決しなければいけません。

１つ目の課題は、私語が多いことです。昨年度、私たちは解

決に挑戦しました。そこでは、「私語」を次のように定義しま

した。「一、まわりの人が迷惑だと感じるものである。二、人

が話しているときに発される必要のないものである。三、話し

てはいけない場で話すことである。」

しかし私たちは、先生に注意されるまで私語をしていている

ことが多々ありました。先生が注意するということは、自分た

ちで自分たちの現状を正確にメタ認知できていなかったこと

逃しがあったり、学び逃しがあったりします。そして何より、

を意味します。また、誰かが私語をしていたことにより、聞き

怒られると、いい気持ちにはなりません。

２つ目の課題は、時間を守ることへの意識が低いことです。

二着一黙はまだまだな部分があります。学級の誰かや先生が

着席の指示をすることもあります。授業の開始時刻に遅れて

しまうと、困る人は自分だけではないと思います。

私たちは昨年度、この２つの課題を自覚してはいました。し

かし、この２つの課題には、ある共通の原因 ～ 真の原因 ～が

あることに気づきました。

それは、「人を思う心の不足」です。自分がその行動をとる

ことで、学級の仲間や先生がどう思うか。それを考えれば、今、

自分がどうするべきかがわかってくるはずです。

私たちは、人の気持ちを考えることのできる学年になりま

人を思いやれる２年生になります。

す。

