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平成三〇年度三月号
志布志市立尾野見小学校

有終完美
川﨑

【校訓】
明るく・強く正しく・すこやかに
三月の生活目標
・「 一 年 の し め く く り を し よ う 」
三月の保健目標
・「 一 年 間 の 健 康 生 活 の ま と め を
しよう」

お別れ遠足

半成人式

ふ れ あい 活 動

一 年生が、生 活科で、 地域のお じ
いさ ん、おば あさん方 と「ふれ あい
活動 」を行い ました。 昔からある お
手玉 やけん玉 、あやとり 、コマな ど
を教 えていた だきながら 一緒に遊 び
まし た。高齢者 の方の中 には、手 作
りのコ マや竹ト ンボを作 ってきて く
ださっ た方もい らっしゃ り、子ども
たちも たくさん 、おじいさ ん、おば
あさん方
に、励まさ
れながら、
楽しく遊ぶ
ことができ
ました。
御協力い
ただきまし
た八名の方
々、ありが
四年生が、半成人式を行いました。
とうござい
成人 の半 分、十 歳になってこれ ま
でのことを振り返り、感謝したい ました。
ことや 自分の 夢につい て発表しま
し た。子 どもた ち一人一人が 、自
分の 夢にあ った服 装をし、寸劇に
して発表しました。
お 父さん やお母 さんんへ手紙を
発表 する時 は、今 までのことをそ
れぞれ が振り 返り 、教室中が静か
な 温かい 雰囲 気になりま した。思
わず 、手 紙を読 む子どもも、お 父
さん 、お母 さん方 も、涙してしま
う場面 が見受 けられま した。夢に
向 かって 頑張っ てほしいと思 いま
す。

入学式準備9：00
入学式
ＮＲＴ検査
全国学力・学習状
況調査(新6年）
19日(金) 学級PTA，PTA総会
22日(月) 交通安全教室
23日(火)～26日(金)
家庭訪問
24日(水) 1年生を迎える会

5日(金)
8日(月)
10日(水)
15日(月)

菜の花も咲き始めた三月九日、
春の陽気とともに、大谷山公園
へ全校でお別れ遠足に行きまし
た。午前中は、学校で、お別れ
会を行いました。一年から五年
ま で 趣向 を 凝 ら し た 歌や ダ ン ス 、
クイズなどを行いました。どの
学級も六年生を楽しませようと
よく工夫されたものでした。そ
の後は、ドッジボールを行い、
大谷山公園へと出かけました。
一年から六年まで仲良く、鬼ご
っこや草スキーを行いました。
天候もよく、思い出に残ると
てもよい遠足となりました。

上写真
草スキー
下写真 六年生も飛び入りダンス

【４月】

校長
プール横の河津桜がもうすっかり葉桜に変わ
り、小 さかっ た染井吉 野の蕾 が少しずつ膨らみ始
めました。もう春はそこまで来ています。
早いも ので、 ついこの 間、入学・進級 した子ど
もたち が、もう 卒業・ 進級を 迎えようとしていま
す。こ の一年間 、子ど もたちを 、学校を、私たち
職員を 温かく支 えてく ださった皆 様に心から感謝
いたします。
コミュニ ティー スクール （ＣＳ〉への移行でス
タートし た平成 三十年度 は、今まで以 上に地域の
方 々のお 力や御 意見を学 校経営に生かし ながら、
進 めて参 りました 。お陰 様で、学有林事 業が動き
出 し、前 へ進んで おりま す。来年度は創立 百四十
五 周年を 迎えるに あたっ て、記念になる取組 も話
合 いの話題 に上が ってい るところです。ＣＳを 要
に しながら 学校と 地域が益 々活性化していくこ と
を願います。
さて 、私た ち大人 の一年に 比べて、子どもたち
の一 年の成 長は目覚 ましい ものがあります。一年
生は 、この 一年間に 、ひら がな・カタカナが書け
るよ うにな り、足し 算・引 き算ができるようにな
りま した。 今朝も、 国語の 本をはきはきと元気よ
く読 む声が聞 こええ きます 。分かることやできる
こと が増えて いく楽 しさも知 ることができたよう
です 。毎日を 大切に 精一杯取 り組んだ成果です。
あとも うひと 踏ん張 り。終り が肝心、最後まで手
を抜かず、有終完美で。

★来年度当初の行事予定

