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―１年間、大変お世話になりました―
校長 和田 卓也
ウサギ小屋横の「彼岸桜」が、満開を迎えようとしています。
明日 24 日（水）の 6 年生の卒業式。そして今週末の 26 日（金）
の 1~5 年生の修了式を祝ってくれているようです。
桜の木は、その花が散った時に、既に翌年の花芽はできている
のだそうです。その花芽はとても小さくて硬いものです。そんな
満開の彼岸桜
花芽が、暑い夏を越し、秋を経て、冬を経験することによって、
春にまた花を咲かせます。花芽は零度近い厳しさ経験しなければ
開化のためのホルモンを自ら作り出すことができません。厳しさ
を経験し乗り越えたからこそ、そのホルモンを作り出し、この季
節に見事な花を咲かせてくれるのだそうです。これは、本校の児
童と重なるものを感じます。与えられた環境を糧として成長し開
【満開の彼岸桜】
花させていくのは、ほかでもない自分自身だということです。
学校の第一の役割は、子どもたちに「読み・書き・計算」等の基礎・基本を確実に身に付けさせると
ともに、基本的な生活習慣や道徳性、人権感覚を育て、将来の社会を担う一員としての基盤を形成する
ことです。集団の中で生きていける力を、
「学校」という「ミニ社会」の中で身に付けていきます。学
校が、
「ミニ社会」である以上、楽しい事ばかりではありません。嫌な事も逃げ出したいこともありま
す。様々な出来事を通して、我慢することや知恵を出し合い協力すること、気遣い助け合うことの大切
さを学んでいきます。学校は、子どもたちが社会に出て必要とされること、その力を身に付けさせる場
であるべき…、その思いのもと、この 1 年間、学校運営に取り組んでまいりました。そんな令和 2 年度
も、3 月 26 日の修了式をもちまして今年度の教育活動を終えることになります。保護者並びに学校関
係者の皆様には、御協力を賜り、誠にありがとうございました。子どもたちが安心して学校に通うため
には、学校と家庭、さらには地域社会の連携が不可欠です。この３つがよいトライアングルを形成して
初めて子どもの健全育成が図れると考えております。今年度も、保護者の皆様の御理解・御協力に支え
られ、地域の温かい眼差しに守られて子どもたちもすくすくと成長していると感じ、感謝にたえません。
とはいえ、改善を図らなければならないことも数多くあります。今年度の反省を生かし、よりよい教育
の実践に向けて全力を尽くす所存です。1 年間の御支援…本当にありがとうございました。

―「感動は人を変える。笑いは人を潤す。夢は人を豊かにする」―
これは、
『小さな人生論２』
（藤尾秀昭・著）という本の中で、児童文学作家の椋鳩十さん（5 年生の
国語『大造じいさんとガン』の作者です）の話を紹介した部分に出てくるものです。以前、先輩から頂
いた本で知って以来、私のお気に入りの言葉の一つです。実にいい言葉だと思いますので、もう少し紹
介させていただきます。
「人間の目は前に向かってついている。前向きに生きるのが人間であることを表象しているかのようで
ある。
」
「感動は人を変える。笑いは人を潤す。夢は人を豊かにする。そして、感動し、笑い、夢を抱くことが
できるのは、人間だけである。この天から授かったこのかけがえのない資質を育み、さらに磨いてい
くところに、前向きの人生は拓けるのではないだろうか。
」
子どもたちは目も心も頭も純粋で柔らかく新鮮です。今この時期にたくさんの体験を通してあらゆる
部分を耕し、感動し、笑い、夢を抱いてほしいと願っています。
緊急事態宣言は解除となりましたが、引き続き、来年度もコロナ禍の中での教育活動となります。そ
んな中だからこそ、
「感動」
「笑い」
「夢」そして 6 年生が伝えてくれた「やれば できる。
」という気
持ちを大切にした学校にしていきたいと考えております。来年度もよろしくお願いいたします。

【４月当初行事予定】
※変更になる場合もございます。詳細は４月に発行される学校便りをご覧ください
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～３月の安全点検では異常はありませんでした。なお、コンビネーション遊具は撤去されました～
月 朝相談タイム①

【令和３年度

給食開始

日課表】（主な変更点は下記参照）
～令和２年度との主な変更点～

登 校

８：０５～ ８：２０

８：０５～ ８：２０

朝の会

８：２０～ ８：２５

８：２０～ ８：２５

朝の活動

８：２５～ ８：４０

・朝の会は８時２０分から開始します。

準備移動

８：4０～ ８：４５

・そうじの時間を毎日設定します。

１校時

８：４５～ ９：３０

８：２５～ ９：１０

ました。

・昼休みは食休みの時間として１０分間と
します。

準備移動

２校時

・登校時刻を８：０５～８：２０に設定し

９：４０～１０：２５

９：２０～１０：０５

業間休み

・授業終了時刻の１０分後を下校開始時刻
として設定します。

３校時 １０：４５～１１：３０ １０：１５～１１：００
準備移動

４校時 １１：４０～１２：２５ １１：１０～１１：５５
給食 １２：２５～１３：１０ １１：５５～１２：４０

～学年ごとの１週間の授業時間について～

歯みがき
片づけ

１３：１０～１３：２０ １２：４０～１２：５０

２年生 … 月・水・木・金曜日が５時間

そうじ

１３：２０～１３：３５

昼休み

１３：３５～１３：４５ １２：５０～１３：００

火曜日が６時間

５校時 １３：４５～１４：３０ １３：００～１３：４５
１４：４０

１３：５５

６校時 １４：４０～１５：２５ １３：５５～１４：４０
帰りの会 １５：２５～１５：３０ １４：４０～１４：４５
６校時下校

３年生 … 月・水・金曜日が５時間
火・木曜日が６時間
４年生 … 月曜日が５時間

準備移動
５校時下校

１年生 … 毎日５時間

１５：３５

１４：５０

それ以外は６時間
※委員会のある水曜日は４年生は５時間
５・６年生…月曜日が５時間
それ以外は６時間

お知らせ
◇登校時間の変更について（重要）◇
今年度の登校状況として、現状早い班が８：０５
に到着していること、また、最後の班が８：２０ま
でには到着していることを踏まえ、４月からの登校
時刻を８：０５～８：２０に変更しました。
あくまでも現状に合わせた変更のため、特に、現
状早く登校できている班については、現在の集合時
刻を早めたりすることがないようご留意ください。

◇事故の防止について◇
交通事故の防止や不審者等による被害の防止など、
学校でも指導は重ねておりますが、ぜひ休業期間中に
おいても防止に努めるよう、保護者の皆様のご協力を
お願いします。
また、地震や落雷等の自然災害もいつ起こるかわか
りません。災害時の避難場所や、お子さんとの連絡方
法などについてご家庭でも話題にしてみてください。

◇令和３年度の行事について◇
・例年５年生対象に実施している管弦楽鑑賞教室は中止となりました。
・例年４年生対象に実施しているプラネタリウムでの学習ですが、今年度は中止となったため、現４年生は
来年度５年生で新４年生（現３年生）と一緒に学習に行きます。
・持久走記録会は通常の体育の時間の中で、学習のまとめとしてクラス単位で行います。
（健康管理につい
ては体温記録表で行います。
）※保護者への公開については行わない予定ですが、学校公開等で保護者の
参観がある場合については児童への負担を考え、参加承諾書をとらせていただく予定です。
※今後の変更等についても随時お知らせしてまいります。
◇学年末・春季休業中の過ごし方について◇
３月２７日（土）～４月７日（水）が休業日となります。本日配付した『春休みのくらし』をご覧のう
え、お子さんが安全に春休みを過ごせるよう、ご家庭でも見守りをお願いします。何かお子さんに変化が見
られたり、悩んでいる様子が見られたりしたら、学校や市の教育相談室にご相談ください。なお、市の教育
相談室は学校閉庁日でも開室しております。また、２４時間いつでも相談できる「さいたま市２４時間子ど
もＳＯＳ相談窓口」もございます。
北教育相談室：０４８－６６１－００５０
さいたま市２４時間子どもＳＯＳ相談窓口：０１２０－０－７８３１０（全国共通フリーダイヤル）
◇ありがとうございました◇
「安心パトロール奈良町 学童見守り隊」として 10 月より
本校の児童をいつも見守ってくださっていた奈良町の新田
さんがこの度ボランティアをお辞めになることになりまし
た。これまでありがとうございました。

◇雑巾をいただきました◇
別所町老人会「うめのみ会」の多比羅様より手作
りの雑巾を寄贈していただきました。学校のいろい
ろな場所で活用させていただきます。ありがとうご
ざいました。

◇今年度の学校修繕◇
子どもたちが安全に学校生活を送ることができるよう、学校では計画的に修繕を進めています。今年度行った修繕
について、ホームページにも掲載しておりますが、一部紹介させていただきます。その他にも今年度は様々な修繕を
行いました。ぜひホームページをご覧ください。

登り棒下、コンクリートが剥き出していた箇
所に、安全のためにゴムマットを設置しまし
た。併せてサビ等で劣化したコンビネーショ
ン遊具の撤去を行いました。

現在階段昇降機の設置作業中です。作業完了
後使用を開始します。車いす、松葉杖等を使
用する児童への活用を予定しています。

～学校の様子から～
修学旅行が中止となった６年生が、ふくべ細工体験を行いました。現地で体験することはできませんでしたが、栃
木より講師の方をお招きすることができました。また、今年度は感染症拡大防止のため実施ができなかった図書ボラ
ンティア「ねこばす」による読み聞かせですが、６年生に向けて卒業への思いを込めて実施していただきました。

材料となるの
は夕顔の実
（かんぴょ

お気に入りの

う）です。

形を選んでい
ます。

講師の方に穴
をあけていた
だきます。
絵具で色を塗
り、デザインを
していきます。

完成！それぞれ
すてきですね。

ねこばすさんのパ
ネルシアター、６
年生のいい思い出
になりました。

