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温かな気持ちを感じた一年
校長 大岩 洋一

朝晩はまだまだ冷え込みますが、日中は春の陽気が少しずつ感じられるようになりました。
さて、明日１８日には、６年生５５名が本校を卒業します。本年度も、昨年度に続き新型コロナ

ウイルスの影響を受け、学校教育活動にさまざまな制限を余儀なくされました。しかし、そのよう
な状況においても、子どもたちが精一杯学校生活を楽しみ、元気に過ごしている姿には、こちらの
方が勇気付けられ温かな気持ちに包まれることが、幾度となくありました。
６年生との関わりで申しますと、７月に行きました修学旅行先での出来事が、まず思い返されま

す。スペイン村で、子どもたちから度々「一緒に乗り物に乗りませんか。」「ここに一緒に入りま
せんか。」と声をかけられました。年齢を考えると、少々過激なアトラクションは控えたいところ
でしたが、声をかけられた嬉しさから無理をしてしまったことも、今は良い思い出の一コマです。
また、毎朝校門のところで子どもたちに挨拶をしているのですが、あるときには６年生の班長が、

同じ登校班の１年生に「よう頑張って歩いたな。」と声をかけていました。そのときの１年生の何
とも言えない嬉しそうな（恥ずかしそうな）表情が、とても印象に残っています。
６年生の皆さんは、４月から中学生として新たなスタートを切りますが、必ずしも良いことばか

りでなく、悩み苦しむ場面にも出合うことと思います。そのようなとき、お互いに声をかけ合うこ
とで、きっと悩みや苦しみを乗り越えることができるものと信じています。
そして、先日３月４日には、延期していた「６年生を送る会」を動画配信という形でしたが行う

ことができました。学習活動が制限されている中、各学年が発表内容を工夫し、卒業をお祝いする
気持ちが伝わる素敵な送る会でした。４月からは、１年生から５年生の皆さんが、立派に６年生の
後を引き継いでくれるものと期待しています。
最後になりましたが、保護者の皆様やボランティアでお世話になってい

る地域の皆様には、この一年間大変お世話になりました。新年度になりま
しても、新型コロナウイルスに関しては予断を許さない状況が続くかもし
れませんが、できる限りの対策を講じながら、子どもたちのために充実し
た教育活動を進めてまいりたいと思います。引き続き、ご協力・ご支援く
ださいますようお願い申し上げます。

１年間の学校へのサポート、ありがとうございました！

保護者の皆様をはじめ、地域の皆様、今年度も１年間さまざまなご支援、ご協力をいただき
ありがとうございました。
○ 参観や懇談から学校行事までご協力いただいたＰＴＡ役員・委員様
○ 登下校をはじめとする児童の見守り隊としてのサポートボランティアの皆様
○ 登下校における児童の見守りや、小学校環境美化活動等をしていただいた青少健今池校区
会議の皆様

○ 社会福祉協議会、民生児童委員、高齢者クラブ等の皆様、クラブ活動や学習の支援をしてい
ただいた地域の皆様

○ 図書室の整理や掲示をしていただいた図書ボランティアの皆様
○ 職員玄関をいつも綺麗な花で飾っていただいた生け花ボランティアの皆様

今年度も、様々な方々から今池小学校にご協力をいただきました。このような多くの方々
の支えやかげの力が、｢子どもの健やかな育成｣に繋がっていることを強く感じます。今池校
区の底力を今年度も感じました。
来年度も、引き続き本校の教育活動へのご支援をお願い致します。

～春休みの過ごし方について～

２５日(卒業生は１９日)から春休みに入ります。子どもたちにとっては他の休みよりも、学年の
狭間で開放的になりやすく、つい気持ちがゆるみがちになります。春休みが終われば子どもたち
は、それぞれの学年が一つ上がり、クラスも変わります。各ご家庭におかれましては、新学期を迎
える心構えを持たせていただくとともに、この春休みを有意義に活用して過ごせるように、下記の
点に十分ご配慮の上、ご指導くださいますようお願い致します。

＊＊ ２年間以上使用する教科書類について ＊＊

以下の教科書類は次年度も使用しますので、お子さんとともに確認し、大切に保管してくだ
さい。なお、学年によっては学校で預かる教科書類もありますので、学年だよりなどでご確認
ください。

<現１年生>生活・図工

<現３年生>図工・保健・社会科副読本(私たちの城陽市3･4年生用)・地図帳(６年生まで使います）

＜現4年生＞地図帳(6年生まで使います)

<現５年生>地図帳(6年生まで使います)・図工・家庭・保健・社会科副読本(私たちの城陽市5･6年用)
外国語別冊

※裏面もご確認ください

１ 安全に気を付けて生活させる。
・危険なところでは絶対に遊ばない。
・交通事故や水の事故にあわないように注意する。
（道路や線路・河川など危険箇所では遊ばない）

・子どもだけで遠方や用事のないスーパー等へ行かない。
・何かあったら、家の人や学校にすぐ連絡する。
・知らない人に声をかけられても、絶対について行かない。

２ 健康に気を付け規則正しい生活をさせる。
・起床、就寝、ゲームやテレビ視聴等の時間を決め、規則正しい生活をする。
・外で遊ぶときは、帰宅時間を決める。
・インターネット、スマートフォン、携帯やタブレット等の使い方に気を付ける。
(長時間使わないように時間を決める)

・染髪、華美な服装、金銭や物の貸し借り、ＳＮＳ等、トラブルに巻き込まれないよう
気を付ける。

３ 家庭でのふれあいを大切にし、家族の一員としての自覚を持たせる。
・家での仕事を分担し、進んで手伝いをする。

４ 新しい学年への準備をさせる。
・文房具などの手入れや補充を行う。
・前学年の本、ノート、プリント等を整理しておく。

５ 学習の振り返りをさせる。
・春休みの課題を出しています。１年間の学習を振り返り、しっかり学習に取り組むという
気持ちを持たせ、家庭学習を習慣化させましょう。



◇お知らせ(春休み・新学期の予定)◇

日 付 おもな行事 連 絡 事 項 下校予定時刻

４月１日 ・離任式 ・集団登校 各登校班の集合時刻(通常)を ・新6年生
（金） (10:30～11:00) ２時間遅らせて、各集合場所を 11時45分頃

※運動場 出発する。
※雨天時は各教室 ※通学班会で確認済 ・新2～5年
に中継 →運動場 11時00分頃

・持ち物 上靴(6年のみ※雨天は全学年)
・新６年生は机イス移動後に下校

４月６日 ・着任式 ・集団登校（通常登校） ・新2～5年
（水） ・始業式 ※下靴は新学年の靴箱(自分の場所を見つけて 11時25分頃

・大掃除 履き替える。)
・学級活動 ※新学年の教室に入る。(教室表示をよく見て、 ・新６年
・入学式準備 新学年の廊下前で自分の名前をさがし、新し 12時10分頃

いクラスに入る。)
・校 時 新２～新５年はＢ３校時

新６年はＢ４校時(式準備）
・持ち物 ぞうきん・筆記用具・連絡帳・上靴
・その他 教科書を持ち帰りますので、ラン

リュックで登校させてください。

４月７日 ・入学式 ※本年度は新１年生のみ ・新1年
（木） (9:30～11:00頃) 新２～６年生(在校生)は自宅学習です。 11時00分頃

４月８日 ・Ｂ４校時 ・集団登校（通常登校） ・全学年
（金） (全学年) 12時10分頃

※令和４年度４月当初の予定 ※今後の状況により変更する場合があります。

日 曜 行事予定 日 曜 行事予定
１ 金 離任式（１０：３０～）※今後変更の場合あり １１ 月 給食開始（新１年生のみ１３日（水）から)

６ 水 始業式（B3校時、新６年生のみB4校時） １５ 金 参観･学級懇談会(学級委員選挙)
７ 木 入学式（新１年生のみ) ※新２～６年生はお休み ２２ 金 PTA委員総会(１９：００～)
８ 金 B４校時 ２５ 月 修学旅行説明会（新６年）

※当初懇談(希望制)B５校時【４月２７日(水)、２８日(木)、５月２日(月)、６日(金)】

◇お願い◇ ～次年度に向けて～

①各自が使用される上靴は左右それぞれ２箇所に氏名(フルネーム)が記入できるシンプルな物をお願いします。
生徒指導上、担任以外の教員にもわかるように、氏名のみをはっきりと記入してください。

氏名(前面に)

氏名(かかとに)

②小学校では生徒指導上の観点から染髪・装飾品についても指導をしています。髪を染めたり、装飾品を身に付け
ることにより様々な生活の中で、弊害も出てきます。保護者の皆様にはご理解をいただきますよう、重ねてお願いし
ます。また、学校の授業などで必要のない物(無くなったり壊れたりしたら困る物)は持って来ないよう、持ち物には全
て名前を書いていただきますようお願い致します。

令和４年度 今池小学校 年間の主な行事予定

４月 １０月
６日(水) 着任式･始業式 １５日(土) 運動会
７日(木) 入学式 １７日(月) 振替休業日

１５日(金) 参観･懇談･
学級委員選挙(全学年) １１月

２５日(月) 修学旅行説明会(６年) ４日(金) 参観･懇談
２６日(火) 新体力テスト ９日(水) 持久走大会
２７日(水)/２８日(木)当初懇談(希望) １２日(土) 市小学校駅伝大会

５月 １２月
２日(月)/６日(金)当初懇談(希望) ３日(土) やましろ未来っ子
６日(金) １年生を迎える会 EKIDEN

２０日(金) 参観･ＰＴＡ総会 １９日(月)/２０日(火)/２１日(水)
２３日(月) 林間学習説明会(５年) /２２日(木) 個別懇談(希望)
２６日(木)/２７日(金) ２３日(金) ２学期終業式

修学旅行(６年)
１月

６月 １０日(火) ３学期始業式
７日(火) 陸上交歓記録会(６年) １２日(木)/１３日(金)

１８日(土) 土曜参観(Ｂ３) 書き初め展
２０日(月) 振替休業日 １３日(金) 昔のくらし･遊び体験(１･３年)
２３日(木)/２４日(金) １４日(土) 土曜授業(Ｂ３)

林間学習(５年) 左義長
１６日(月) 振替休業日

７月
１２日(火)/１３日(水)/１４日(木)/ ２月
１５日(金) 個別懇談 １日(水)/２日(木) 図工展
２０日(水) １学期終業式 ２日(木) 参観･懇談(全学年)

ＰＴＡ本部役員選挙
８月 ９日(木) ６年生を送る会

２９日(月) ２学期始業式
環境整備作業 ３月

１７日(金) 卒業証書授与式
９月 ２４日(金) 修了式

５日(月) 校外学習(１･２年)
８日(木) 校外学習(４年)
９日(金) 校外学習(３年)

※上記、年間の予定については、変更の可能性もありますので、ご了承ください。

【重要なお知らせ！！】
４月９日(土)１０日(日)は水道関連の調査のため、校内は断水とな

ります。ただし断水後、約２週間程度、水質調査を行い、安全か確認
されるまでは、水道の水は飲めません。必ず水筒にお茶を入れて持た
せてください。


