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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

女子だけの伝統行事

ひな祭り
校長

幼子も新婦となりて雛祭

お や ま ど り はくすい

小山鳥白水

幼かったわが子も，もう結婚式を挙げ，新婦となってしまったよ，
今年のひな祭りには。というような俳句です。
子どもの成長は本当にあっという間です。もちろん仕事に追われ育児に追われて慌ただしい毎
日を送っておられる保護者の皆さんには，ピンとこないかもしれません。
私自身は１７歳までしか親とは暮らしていません。また，私の二人の子どもも高校卒業と同時
に家を出ています。もしかすると，６年生の保護者の皆さんにとっては，お子さんと一緒に暮ら
せるのはあと６年しかないかもしれません。お子さんと一緒に暮らすことのできる今を，二度と
戻ってこない時間を大切にしていただきたいと強く思います。
子どもたちは，一人一人それぞれが自分の速さや育ち方で成長を続けています。温かく見守り
ながら，成長を認め，ほめて励まし，サポートしたりフォローしたりできるように，保護者の皆
さんと私たちで力を合わせて頑張っていきましょう。

有終の美を飾ろう
３月は今年度の最終月です。
「終わりよければすべてよし」という言葉もありますが，途中の過
程はどうでもよいということはありません。教育の場では，途中の過程をこそ大切にしています。
「最後まで立派になしとげて，成果を上げる」有終の美を飾らせたいと考えます。この１年間，
共栄小の子どもたちは，どの子もそれぞれの場や時に応じて，自分の力を伸ばし，発揮しようと
努力してきました。精一杯頑張ってきたのですから，最後まで力を抜かないで，或いは結果が出
ないからとあきらめないで，本年度の最後の１か月を今まで以上に張り切ってやりきって，卒業
式や終業式を迎えてほしいと思います。
学校では，学校目標『なかよく

かしこく

たくましく』に

向けて，今年度も取り組んできました。有終の美を飾ることが
できるように，
私たち職員も子どもたちとともに「笑顔で下校」
できるように最後までやりきります。
ご家庭では「早寝・早起き・朝ごはん」をしっかりやりきっ
て，子どもたちが，体調を整えて「元気に登校」できるように
ご支援とご協力をお願います。

学校保健安全委員会（２月３日）
今年度２回目の委員会を、学校医、薬剤師、
ＰＴＡ役員、学校職員が参加して開催しまし
た。学校歯科医の先生から、よく噛むことは
食べ物の消化だけでなく、健康のために様々
なメリットがあることを助言していただきました。
(詳しくは、２月の「保健だより」に掲載しました。)

授業参観・懇談会（２月１０･１２日）
今回は、１年間のお子さんや学級の成長ぶりを
参観していただきました。(１年２組は学級閉鎖
のため、残念ながら中止となりました。)
１２日の授業を参観された学校評議員会の方
には、「１年生が４月入学式の姿と比べて、順調
に成長している。落ち着いて仲間の話を聞き、
堂々と発表する姿に感心した。」と話していただ
きました。２年生では、繰り返し練習して覚えた
かけ算九九を表に書いて、その中からきまりを見
つけるという学習課題に挑戦していました。
ミニバイキング給食（２月１６日

６年生）

昨年までは体育館で行っていまし
たが、今年は教室で開催しました。
事前に栄養教諭の先生からバラン
スよく栄養を摂取することについて
指導を受けていたので、楽しみながら
も考えてメニューを選んでいました。
当日は、学年委員の方にご協力いただ
きありがとうございました。

給食感謝の会（２月２５日）
全校朝会で、給食委員会が中心になって「給食感謝の会」
を行いました。最初に、クイズと寸劇で、きちんと栄養をと
ることの大切さを学びました。最後に、５年生の給食委員が
全校を代表して、毎日給食の準備と片付けでお世話になって
いると配膳員さんと校務員さんに感謝の気持ちを込めて感
謝状を渡しました。

資源回収
天候には恵まれましたが、寒

ありがとうございました
２月７日の資源回収のご報告

い中、２月７日に第２回資源回
収を行いました。貴重な資源物
を提供していただいた皆様に
は、改めてお礼申し上げます。
また、地域での回収活動や学校
での資源物の積み込み作業に
ご協力いただいた、地区委員と
本部役員の皆様には重ねてお
礼申し上げます。

…ＰＴＡ地区委員会
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ご協力ありがとうございました。
（前年度の第２回を上回る結果でした。）

来年度のＰＴＡ役員選出(本部役員･専門委員)
についての案内を出します。…ＰＴＡ本部会
平成２７年度も残りわずかになりましたが、今年度もＰＴＡ活動にご参加、ご協力い
ただきありがとうございました。
ＰＴＡ本部会では、次年度の組織と活動計画づくりに取り組んでいますが、３月中旬
に「ＰＴＡ本部役員および専門委員選出についてのご案内」「ＰＴＡ役員・委員履歴カ
ード」(薄い水色の厚めの用紙)を配布します。よく読んでいただき、来年度の本部役員・
専門委員の選出についてご協力いただくようお願いします。

親育ち

多治見市教育委員会

『「便利な生活」と「お手伝い」』
「１０年ひと昔」という言葉をあまり使われなくなるほど、生活の変化が速くなっている気が
します。また、大人も子どもも「便利な生活」に慣れてしまっています。この便利さの先にある
生活は、私たちにとってどんなことをもたらすのでしょうか。良いことも心配なことも両面ある
ように感じます。
さて、
「子どもが家庭に望むこと」に、「家族のみんなが楽しく過ごすこと（※文科省「家庭教
育手帳」より）
」があります。便利な生活が、場合によっては人とのかかわりを少なくして、子ど
もから楽しさを奪っていることもあるのではないでしょうか。
子どもは家庭の中で「お手伝い」をしていますか。一緒に手足を使って家事をすることも家族
のみんなが楽しく過ごすことや、子どもが「自分は家族の役に立っている」という気持ちにつな
がることもあります。子どもと「お手伝い」について話し合ってみましょう。

３月の行事予定

SSW…スクールソーシャルワーカー勤務日

日にち

学

校

行

事

ＰＴＡ関係

１

火

体重測定(1･2 年) クラブ(最終) 下校：(１年)14:30･(2･3 年)15:15･(4～6 年)16:00

２

水

体重測定(3･4 年) 集団下校 15:15

３

木

６年生を送る会 SSW

４

金

図書の本の最終貸出日 体重測定(５･６年)

５

土

６

日

７

月

図書の本の最終返却日 ALT 訪問日

８

火

なかよしお別れ会(朝活動) ALT 訪問日 委員会 下校：(1 年)14:30･(2～4 年)15:15･(5･6 年)16:00

９

水

分団会(引き継ぎ) クラブアンケート(～11 日)

１０

木

SSW

１１

金

北陵中･半日入学(6 年･陶都中校区の児童は 15:15 下校)

１２

土

１３

日

１４

月

陶都中･半日入学(6 年･北陵中校区の児童は 15:15 下校)

１５

火

奉仕作業(6 年)

１６

水

卒業式練習① 集団下校 15:15

１７

木

SSW

１８

金

卒業式練習②

１９

土

２０

日

春分の日

２１

月

振替休日

２２

火

２３

水

卒業式練習③ 式場準備(5 年) 給食エプロン回収 下校：(1～4 年)13:50･(5 年)16:00･(6 年)15:15

２４

木

卒業式(４～６年) 下校 11:30 *１～３年は休業日

２５

金

修了式

２６

土

春休み(４月６日まで)

２７

日

２８

月

２９

火

３０

水

３１

木

離任式

本部会

挨拶活動

＊中学校卒業式

集団下校 15:15

交通指導

下校 11:50(学年下校)

〔４月の主な予定〕

１５日

学級懇談会(役員決め：２･３年)

３日 陶芸陶器の里まつり(希望者がイベント参加)

１９日

全国学力･学習状況調査(６年)

７日 平成２７年度 始業式

２３日

授業参観･ＰＴＡ総会(振替休業日は５／２)

８日 入学式(午後：6 年参加) 午前授業(2～5 年)

２５日

学級づくりの日(弁当必要)

１１日 給食開始

２７・２８日

１４日 学級懇談会(役員決め：4･5･6 年･支援)

５月６日

家庭訪問 (5/9･10･11)

引き取り訓練(陶都中校区幼保小中合同実施)

