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「感性のアンテナを磨く～卒業生に贈る言葉～ 

                                                               校長 大岩 洋一 

  

梅の花が見頃となり、そろそろ桜の開花が聞かれるようになると、いよいよ春本番という気がし、

心なしか気持ちも明るくなってまいります。 

 さて、明日１７日には、６年生６９名が今池小学校を卒業します。今年の６年生は、３年生の終わ

り頃から新型コロナウイルスの影響を受け、約３年もの間、制限のある学校生活を送ってきました。

丁度私が本校に着任した時期と重なりますので、お互いにマスクを着用したときの顔の方が馴染みに

なってしまいました。「石の上にも３年」と言いますが、ようやく新年度からは新型コロナウイルス

の取扱いに関しても一区切りがつき、従来の日常生活を取り戻すことができるような希望が見えてま

いりました。 

 確かに新型コロナウイルス騒動が私たちに与えた負の影響は、甚大なものであったと思います。し

かし、コロナ禍の中にあっても、と言いますかそのような状況であるからこそ、より一層「人の優し

さ」や「人とのつながり」を温かく感じることができたのではないかとも思えるのです。 

 先日、寒い朝の通勤途中の出来事です。車を運転していて交差点を右折したとき、一人のお年寄り

が路上で倒れていて、手元にある杖をうまくつかむことができずもがいておられました。私は車を路

肩に寄せ、倒れているお年寄りに駆け寄りましたが、近くを歩いていた一人の大学生らしき若者もそ

の様子に気付き、二人で近くにあったバス停のベンチに急いでお年寄りを運びました。幸い怪我など

はなく、若者もお年寄りも同じバスに乗るということでしたので、その場を後にしました。そのとき

私が感心しましたのは、若者のお年寄りに対する実に思いやり溢れる態度と温かみのある声かけで

す。そして、目に涙を浮かべながら感謝の気持ちを伝えていたお年寄りの表情が、今も印象に残って

います。テレビや新聞等では暗いニュースが目立ちますが、身の回りのちょっとした心温まる出来事

も敏感にキャッチできるような感性のアンテナを磨くことが、これからの時代ますます重要になって

くると感じます。６年生の皆さんにはそのような豊かな感性が備わっていると信じていますし、４月

からの新たな生活の中でさらに磨きをかけてくれることを期待します。 

 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、本年

度も大変お世話になりました。新年度になりましても、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。 

 

 

～春休みの過ごし方について～ 

 3月 25日(卒業生は 18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)・社会科副読本(私たちの城陽市 5･6年用)      

・図工・家庭・保健・外国語別冊 

 
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。(近鉄電車などの線路内には絶対に入らない) 
  ・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。 
  ・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、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３日（月） ・離任式 
(10:30～11:00) 
※運動場 
※雨天時は各教室ま
たは体育館 

・集団登校 各登校班の集合時刻(通常)
を２時間遅らせて、各集合場所を出発す
る。※通学班会で確認済 
運動場で、令和４年度のクラスごとに並
んで待機。 
・持ち物 上靴 
・新６年生は机イス移動後に下校 

・新 6年生 
  11時 45分頃 
 
・新 2～5年 
 11時 00分頃 

４月６日（木） ・着任式 
・始業式 
・大掃除 
・学級活動 
・入学式準備 

(新６年のみ) 

・集団登校（通常登校） 
※下靴は新学年の靴箱(自分の場所を見
つけて履き替える。) 
※新学年の教室に入る。(教室表示をよく
見て、新学年の廊下前で自分の名前をさ
がし、新しいクラスに入る。) 
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。 

・新 2～5年 
  11時 25分頃 
 
・新６年 
  12時 10分頃 

４月７日（金） ・入学式 
(9:30～11:00頃) 

※本年度も新１年生のみ 
新２～６年生(在校生)は自宅学習です。 

・新 1年 
 11時 00分頃 

４月10日（月） ・Ｂ４校時 
(全学年) 

・集団登校（通常登校） ・全学年 
  12時 10分頃 

【令和５年度４月当初の行事予定】 

日 曜 行事予定 日 曜 行事予定 

３ 月 離任式 11 火 給食開始(新２～6年) 委員会 
新１年生短縮４校時 

６ 木 B3校時(新２～５年)B4校時(新６年) 
着任式・始業式 入学式準備(新６年) 12 水 新１年短縮４校時 

７ 金 入学式(新１年生のみ) 13 木 給食開始(新１年)  
通学班会(５ｈ・一斉下校) 

10 月 B４校時  14 金 ふれあいトーク DAY 

 

◇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。前面とかかとの部分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・ピアスについても指導をしています。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、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５年度 今池小学校 年間の主な行事予定】 

４月  ６日(木) 着任式･始業式 

    ７日(金) 入学式 

   １８日(火) 全国学力状況調査(６年) 

   ２１日(金) 参観・懇談会・学級委員選挙(全学年)     

   ２５日(火) 新体力テスト・修学旅行説明会(６年) 

   ２８日(金) ＰＴＡ委員総会 

５月 １日(月)/２日(火)８日(月)９日(火) 当初懇談 

    ２日(火) １年生を迎える会 

   １９日(金) 参観・ＰＴＡ総会 

２２日(月)６年 ２３日(火)５年 ２４日(水)４年府学力テスト 

     ２２日(月) 林間学習説明会(５年) 

   ２５日(木)・２６日(金) 修学旅行(６年) 

６月  ６日(火) 陸上交歓記録会(６年)  

   １５日(木) プール開き 

   １７日(土) 土曜参観(Ｂ３) 

   １９日(月) 振替休業日 

   ２２日(木)・２３日(金)林間学習(５年) 

７月 １１日(火)～１４日(金) 個別懇談 

２０日(木) １学期終業式 

８月 ２８日(月) ２学期始業式・環境整備作業 

   ２９日(火)・３０日(水) 夏休み作品展 

９月 ４日(月) 校外学習(１年) 

   ７日(木) 校外学習(３年) 

   ８日(金) 校外学習(４年) 

  １２日(火) 校外学習(２年) 

１０月 ７日(土) 運動会(半日開催) 

   １０日(火) 振替休業日 

１１月 １日(水) 参観･懇談会 

    ８日(水) 持久走大会 

   ２２日(水) 市小学校駅伝大会(５６年参加児童のみ) 

１２月１２日(火) 市標準学力調査(全学年) 

   １８日(月)～２０日(水) 今池まつり 

   ２２日(金) ２学期終業式 

１月  ９日(火) ３学期始業式 

   １１日(木)・１２日(金) 書き初め展 

   １２日(金) 昔のくらし・遊び体験(１・３年) 

   １３日(土) 土曜授業(Ｂ３)左義長(３ｈ) 

   １５日(月) 振替休業日 

   ３１日(水)・２月１日(木) 図工展 

２月  １日(木) 参観・懇談会・本部役員選挙(３～５年)  

     ８日(木) ６年生を送る会 

３月  １９日(火) 卒業証書授与式(６年) 

      ２２日(金) 修了式 

 

 

 

 

※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。 

 

 

【家庭訪問の取り止めと個別懇談(希望制)の実施】  

 従来の家庭訪問の代わりに、新担任と保護者の皆様との信頼関係を構築する機会として個別懇談日
(4日間:希望制)を設けます。４月２１日(金)には参観・学級懇談会もございますので、ご理解とご協力を
お願いします。 
 
（日時）５月１日(月)、２日(火)、８日(月)、９日(火)の４日間の希望者のみ 
   B校時授業終了後から１７時００分まで（今池小学校各教室にて）※B校時授業 
※お知らせのプリントは後日お配りします。 


