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卒業・修了おめでとうございます 

校長 

卒業といふ明日あり未来あり   稲畑廣太郎   

卒業は大きな区切りです。小学校の過程を修了し，中学校へ進学してい

く皆さんにとって大きな変化であり，一つの節となります。また，１年生

から５年生までの皆さんにとっても，今の学年を修了することは重要な大

きな区切りです。卒業生にとっても在校生にとっても，とても大切な節目

であり，成長の時でもあります。 

お子さんたちは，３月３１日で現在の学年を修了し，進級します。６年生は進学します。この

大きな節目は，現学年を修了したことであり，大きなことを成し遂げたということです。この１

年間には様々なことがあったことでしょう。嬉しいことや楽しいことばかりではなく，辛いこと

や悲しいこと，苦しいこともたくさんあったことでしょう。それに耐えて，それらを乗り越えて

今日を迎えたのですから，それは成長してきたことであり，立派なことだと言ってよいでしょう。 

それとともに多くのことに挑み，学習によって新しいことをたくさん知り，覚えて，できなか

ったことができるようになりました。また，学習や遊びを通して学級・学年の仲間ができ，仲良

しの友達をたくさん作りました。「なかよし遊び」や分団登下校を通して他学年の友達も増えまし

た。こうして人との付き合い方やよりよい人間関係づくりを学習してきました。 

それぞれの学年や発達段階によって内容や程度に違いはありますが，どの子もみんな１年間分

の大きな成長を遂げて，今の学年を修了しました。「子どもの姿」の「○」の数だけ数えて叱った

り怒ったりしないで，所見を読んでください。頑張ったことが書かれています。お子さんの努力

と成長とを誉めてください。課題は解決に向けて頑張るように励ましてください。どうぞお願い

します。 

 

６年生の皆さんは中学校という新しい環境に進んでいきます。新しく変わるときは，変化・成

長の大きなチャンスです。しっかりできなかった自分はリセットして，新しい自分に，新しい明

日に未来に全力で挑んでほしい，と強く願っています。 

 

最後になりましたが、今年度も保護者・地域の皆様には共栄小学校の

教育活動全般にわたり、ご支援とご協力をいただきましたことに対して、

教職員一同を代表して心から感謝申し上げます。１年間本当にありがと

うございました。 

 

 

ひ び き 教育目標： なかよく かしこく たくましく 

３本柱：さわやか挨拶  聞き方・話し方名人 

     いきいき運動 



  

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

在校生が６年生への感謝の気持ちを込めて送る会を実施しました。５年生が中心に計画・準備

をしました。特に５年生は、年明けからこの日に向けて、６年生に感謝の気持ちを伝え、学校の

リーダーを確実に引き継ぐことを目標にして、会の計画と準備、当日の運営に力を合わせて取り

組んできました。１～４年生の心のこもった出し物もあり、たいへん感動的な会になりました。 

 

 

 

 １年間、学年縦割りグループで活動して

きたなかよし班のお別れ会を行いました。

ここでも、５年生が中心に会を企画しまし

た。６年生からの話の後、各班で工夫した

遊びで楽しむことができました。   

 
                                
 
 ネームはがし、窓ふき、いすや机の汚れ落とし

などに黙々と作業する姿に心の成長を改めて感じ

ました。ありがとうございました。 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

なかよしお別れ会（３月１０日） 

 ６年生 奉仕作業（３月１７日） 

６年生を送る会（３月４日） 

親育ち                     多治見市教育委員会 

『認め、励まし、次へ自信をもって進めるように』 
  

進学や進級の時期です。親子（家族）で、子どものこの一年の成長を共に喜び、子どもには、

次の学校、学年に期待をもたせてあげたいですね。 

まず、「できるようになったこと」をみつけ、認めましょう。まだできていないことは、「だめ」

ではなく「こうなるといいね」、「こんなことがさらにできるようになるといいね」と今までの努

力を認めながら、励ましましょう。そして、子ども自身が自分のよさを認め、次の目標に向かっ

て、自信をもって進んでいくことができるよう見守ってあげましょう。 

 新たな学校、学年などへの変化に、不安な気持ちになる時期です。子どもの話をよく聞き、自

分の経験を話しながら不安な気持ちに寄り添うことも大切です。 

今までにも増して、プラス思考で子どもをみつめ、話をする時間をもちましょう。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２月１５日の資源回収のご報告 …ＰＴＡ地区委員会 

    段ボール   １，５３０kｇ 
      新聞     ４，９７０kｇ       業者売捌収入     ７５，４６５円 
      雑誌          ３，１５５kｇ       市奨励金          ７３，５８０円 
   古着等          ４８０kｇ       合計      １４９，０４５円 
   牛乳パック       ２１０kｇ 
   アルミ缶         １１０kｇ 
      合計        １０，４５５kｇ 

ご協力ありがとうございました。収益は、学校の環境整備や図書の購入等に活用します。 
 

新年度のＰＴＡ役員選出について 

 ４月 ８日(水) 入学式後 １年生の保護者 

      ９日(木) １４：００～ ４･５･６年生と支援学級の保護者 

   １０日(金) １４：００～ ２･３年生の保護者 

 ＊新２年生から新６年生の保護者で、２６年度の学年委員であった方は、１３：３０に

学校へ集合してください。役員決めについて本部役員から説明します。 

 ＊役員決めの前に、学級懇談会を行い、担任が学年･学級の経営の方針を１５～２０分  

程説明します。 

 ＊その後、担任は授業に戻りますので、役員決めには同席いたしません。役員決めの進  

行は２６年度の学年委員が行います。 

 ＊会場等について、詳しくは新年度の学校報でお知らせします。 
 

新年度のＰＴＡの各委員会について 

 ４月１４日(火) １９：３０～ 地区委員会 

４月１５日(水) １９：３０～ 専門委員会 

 ＊８～１０日に選出されました役員さんは、各専門委員会へ参加願います。 

学年委員・理科室 母親委員・家庭科室 研修委員・体育館２Ｆミーティング室 

春休みを有意義に過ごすために」…生徒指導より 
暖かくなって、気が緩みやすい時期ですが、 

春休みは、新学年に向けての準備の期間です。 

＊＊＊保護者やご家族の皆様、地域の皆様もご指導ください。＊＊＊ 
〇交通安全について…命を守る 
 自転車の安全な乗り方やヘルメットを必ず着用すること、キックボード・ローラーブレ
イド等の遊具を公道で使用しないことなど、交通事故から大切な子どもを守るよう、ご指
導ください。 
 
〇携帯電話、スマートフォン、通信ゲーム等、インターネットについて…ルールと見届け 
 時間に余裕のある休みだからこそ、使用についてお子さんとよく話し合って、きちんと
約束を決めて守らせる、どのように使用しているのかをきちんと見届けることが必要です。 
 
〇お金の使い方…指導のチャンス 

お子さんがどれだけお金を所持して、どのように使っているか見届けていますか。我が
子は毎日お菓子を買うなどしていくら使っているのでしょうか。保護者として知っている
ことは大切です。もらったお金を自由に使わせるばかりでなく、ぜひ「お金の大切さや計
画的な使い方」についてご指導ください。 

緩みがちな時期には、引き締めてあげることが大切です。 



４月の行事予定  
日にち 学 校 行 事 ＰＴＡ関係 

 １ 水 春休み(４月６日まで)  

 ２ 木   

 ３ 金   

 ４ 土   

 ５ 日   

 ６ 月   

 ７ 火 着任式･始業式 学級開き 下校(2～5 年)10:45 入学式準備(６年)下校 11:30  

 ８ 水 ３時間授業･給食なし 下校(2～5 年)11:45 入学式(６年･弁当必要)下校 15:00 １年役員選出 

 ９ 木 学級懇談(4･5･6年･支援) 委員会編成(5･6 年)  4･5･6年･支援役員選出 

１０ 金 学級懇談(2･3年) クラブ希望調査(4･5･6 年) 1 年生･給食開始 2･3年役員選出 

１１ 土   

１２ 日 ※体育館･県議選投票所  

１３ 月   

１４ 火 委員会 下校(2～4 年)15:15(5･6 年)16:00 地区委員会 

１５ 水 4 時間授業(給食あり) 分団会 下校 14:00 学年･研修･母親委 

１６ 木 1 年生を迎える会 本部会 

１７ 金 3 時間授業(給食あり) 下校 13:15  

１８ 土   

１９ 日   

２０ 月 学級づくりの日(弁当必要)  

２１ 火 全国学力学習状況調査(6 年) クラブ 下校(2･3 年)15:15(4～6 年)16:00  

２２ 水 命を守る訓練 耳鼻科検診(午後) 下校 15:15  

２３ 木 委員長任命式 眼科検診(午後)  

２４ 金 眼科検診(午後) 本部会 

２５ 土 授業参観 ＰＴＡ総会 下校 11:20 PTA 総会 

２６ 日 ※体育館･市長･市議選投票所  

２７ 月 振替休業日  

２８ 火 家庭訪問(1 日目) 3 時間授業(給食あり) 下校 13:15  

２９ 水 昭和の日  

３０ 木 家庭訪問(2 日目) 3 時間授業(給食あり) 下校 13:15  

〔５月の主な予定〕 

１･７･８日 家庭訪問 ３時間授業(給食あり) 

１２日 スポーツテスト(低) 委員会 

１３日 観劇会 ＰＴＡ本部会 

１４日 スポーツテスト(中) 

１５日 スポーツテスト(高) ＰＴＡ交通指導 

１６日 市Ｐ連総会 

１８日 内科検診 

１９日 交通安全教室 クラブ 

２１日 内科検診 

２５日 内科検診 

２６日 委員会 
 


