
 

 

 

 

 

     

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ありがとう」「ごめんなさい」が素直

に言えない子ども達が増えている気がし

ます。私達の日常生活においてお金がなく

ても、ものがなくても周りの人々に喜びを

与えていく方法が
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「目は口ほどにものを言う」と言います。

自分の心というもは眼差しによって伝わ

るのです。

２．にこやかな顔で接する２．にこやかな顔で接する２．にこやかな顔で接する２．にこやかな顔で接する

優しいほほ笑みを湛えた笑顔で人に接す

ることを言います。心からの笑顔に勝る美

しさはありません。

３．優しい言葉をかける３．優しい言葉をかける３．優しい言葉をかける３．優しい言葉をかける

人間のコミュニケーション

によるものですが、言葉

を左右することすらあるものです。心から

の優しい言葉を掛けていることです。
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