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☆ ☆ ☆ ありがとうございました ☆ ☆ ☆
２０日（火）卒業式を行いました。多くの御来賓の方々や保護者の皆さんに見守られな

がら、１８名の卒業生がこの学舎を巣立ちました。卒業生も在校生もとても立派な態度

で式に臨め、素晴らしい卒業式となりました。卒業生の中学校生活、そしてその後の活

躍を大いに期待します。

さて、２３日（金）の修了式では、修了証書の授与の後、今年の全校集会一年間の内

容を振り返ります。一番心に残ったことを伝え合う時間と場をつくり、話し合いたいと

考えています。また、ゲーム脳の心配について話し、春休みも読書２冊以上の約束をし

ます。さらに、命の大切さについて話す予定です。「一人一人の命は『選ばれた命』」「み

んなの命は『幸せ』と『希望』」「生きていることが１００点満点」であることも伝えた

いと思います。

２４日からは春休みとなります。この時期はややもすると緊張感の薄れる

時期でもあります。規則正しい生活を心がけ、新学期を迎える心と体と物の

準備を子供自身の手でできるよう、保護者の皆様の御協力をよろしくお願いします。

４月９日（月）の始業式には、それぞれ進級した元気な子供たちに会えることを、教職

員一同楽しみにしています。保護者そして地域の皆様方には、大変お世話になりました。

感動の卒業式 大きくはばたけ１８人
２０日（火）生花などによって華やかに飾り付けられた体育館において、卒業式が実施

されました。卒業証書の授与では、「おめでとうございます」の言葉とともに烏山和紙でで

きた卒業証書を手渡しました。校長式辞では、証書の意味や１８名一人一人の良さやがん

ばりを伝えました。また、目標に向かって努力することや感謝することの大切さについて

話をしました。「別れの言葉」では、卒業生一人一人が思い出や感謝の言葉を述べ、成長し

た姿に胸が熱くなりました。退場の時になると緊張もほぐれ、笑顔で来賓や保護者、在校

生や教職員の温かい拍手で見送られました。

最後に、在校生と先生方で作った花のアーチを、保護者と一緒にくぐりました。卒業生

はいつまでも名残惜しそうに記念撮影をしていました。中学校での御活躍を期待していま

す。いつまでも応援しています。



おいしかったバイキング給食
３／２（金）はまもなく卒業してしまう６年生に感謝の気

持ちを込めた会食として、バイキング給食を行いました。メ

ニューは、主食（わかめご飯、チキンライス）、主菜（鶏の唐

揚げ、ハンバーグ、たらのチーズマヨ焼き、えびフライ）、副

菜（具だくさんみそ汁、野菜サラダ）、デザート（アセロラジ

ュレ、チョコプリン、フルーツ杏仁）、飲み物（コーヒー牛乳、

オレンジジュース、リンゴジュース）です。子供たちは、こ

れらの多様なメニューの中から、バランスよく、食べきれる

分だけ盛り付けをしました。みんな笑顔で会食し、食べ終わ

った子はおかわりもしていました。

２／１５（木）４年生が、保健「育ちゆくわたし」 ３／２（金）体育館において、６年生を送る会を行

の学習を行いました。市の看護師や助産師、保健師 いました。５年生が中心になって企画したゲームで楽

の市民団体「えがおのたまご」の皆様が、「２次性徴」しみました。そして、６年生一人一人の入学から最近

の仕組みなどを視覚的に分かりやすく教えてくださ までの写真を映した思い出のスライドショー。本当に

いました。さらに友達と「ほめほめシャワー」の活 大きく成長しました。最後にふれあい班で書いたメッ

動を通して、一人一人のよさや違いを認め合うこと セージカードを、

ができました。「命は奇跡」「みんな違ってみんない １年生からプレゼ

い」の言葉が心に残 ント。６年生のう

りました。参観いた れしい反面、名残

だいた８名の保護者 惜しい表情が印象

の皆様、ありがとう 的でした。５年生

ございました。 の活躍にも、頼も

しさを感じました。

☆☆☆ 受賞おめでとうございます ☆☆☆
◎書初中央展 ◎健康優良児童 ◎下野教育美術展

特 賞 ５年 伊澤 凛 さん ６年 市岡 杏菜さん 絵画の部
金 賞 ２年 小室 美陽さん 〃 小室 碧大さん 銀賞 １年 長谷 大和さん
〃 ２年 稲見 幸星さん 奨励賞１年 添野 蒼介さん
〃 ３年 関口 実来さん ◎運動優良児童 〃 〃 上野 佑馬さん
〃 ５年 泉田 絢音さん ６年 海老原智陽さん 〃 ４年 市岡 柊慈さん
〃 ５年 田上 愛瑠さん 〃 髙橋 洋介さん
〃 ６年 海老原耶々さん 版画の部

◎給食週間 標語の部 銅賞 ３年 関口 実来さん
優秀賞 １年 伊澤 大翔さん デザインの部

◎小山地区書初展 〃 〃 鶴見 俐旺さん 銅賞 １年 小口菜々花さん
特 賞 ２年 小室 美陽さん 〃 〃 澤野 海斗さん 奨励賞 １年 伊澤 大翔さん
〃 〃 稲見 幸星さん 〃 ２年 小室 美陽さん 〃 〃 稲見 春希さん
〃 ３年 関口 実来さん 〃 〃 關 洸太朗さん 〃 〃 後藤 穂香さん
〃 〃 佐藤 初華さん 〃 〃 舘野 美咲さん 〃 ２年 印南 魁流さん
〃 ５年 伊澤 凛 さん 〃 ３年 稲見 俊星さん
〃 〃 泉田 絢音さん 〃 〃 菅原美奈美さん ◎私の推薦する本
〃 〃 田上 愛瑠さん 〃 〃 舘野 七愛さん 優秀賞 １年 長谷 大和さん
〃 ６年 海老原耶々さん 〃 ４年 印南 輝 さん

金 賞 ２年 田上 俊哉さん 〃 〃 海賀 結月さん ◎下野市天平マラソン大会
〃 ３年 稲見 俊星さん 〃 〃 舘野 央煌さん ３位 ４年 海老原気吹さん
〃 〃 上野 明音さん 〃 ５年 泉田 絢音さん

〃 ４年 上野 心音さん 〃 〃 田上 愛瑠さん ◎朝食の簡単料理レシピ

〃 ５年 瀧田 大翔さん 〃 〃 瀧田 大翔さん 優秀賞 ２年 田仲 夏彩さん

〃 ６年 小室 碧大さん 〃 ６年 和泉 乃愛さん 〃 ３年 宇賀地莉子さん

〃 〃 杉山 煌 さん 〃 ５年 鈴木香里奈さん

〃 〃 山﨑 晟那さん

◎ごはんお米とわたし「作文」

銅賞 ５年 泉田 絢音さん

佳作 ６年 海老原耶々さん
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温かく豊かな時間を
ありがとう

３／１４（水）読み語りの時間に、各クラスで読みがたりの

「らこんて」の方々に御礼のお手紙を渡しました。 今年も担当

者がローテーションを組み、学年ごとに３人の方から本を読ん

でいただきました。お話の世界にどっぷり入り込める温かな１

５分間です。６人の方には、本を選んだり、読む練習をしたり

と、御苦労もあることでしょう。１年間大変お世話になりました。

心をこめたお手紙を渡す おたより活動
２／２６（月）下校しながら、今年度最後のおたより活動を行いました。学校の様子や進級の抱負などを書

いた手紙を持って、ペアを組んでいる高齢者の家を訪問しました。また、緊急時などにお世話になっている「子

供を守る家」へもお礼の手紙を持って訪問しました。それぞれに感謝の気持ちを伝えることができました。

お手紙の一部を紹介します。

・うめの花がさきはじめましたが、いかがおすごしですか。ぼくはがんばっていること

が２つあります。１つめは、うんていです。やすみじかんにたくさんれんしゅうしてい

ます。もっと長くぶらさがれるように、れんしゅうしています。２つめは、のぼりぼう

です。いまは上までのぼれないけれど、２年生になるまでにのぼれるように、れんしゅ

うしたいです。おからだに気をつけて、元気にお過ごしください。（１年 Ｉ・Ｈ）

・立春をすぎてもなおきびしい寒さが続いていますが、いかがおすごしですか。私は今

学校でがんばっていることがあります。それは鼓笛です。私は小太鼓を担当します。だ

からたくさん練習をして、上手になれるようがんばっています。最初はできなくてあせ

っていたけれど、６年生に教えてもらったので、上手にできるようになりました。本格

的な春の到来まであとわずかです。お身体に気を付けてお過ごしください。

（４年 Ｕ・Ｋ）

・拝啓 寒い日が続きますが、お元気でしょうか。私たちはもうすぐ卒業です。おたよ

り活動もこれで最後になります。○○様には

幼稚園の時からお世話になっているので、と

ても感謝しています。以前○○様が飼ってい

た「ななちゃん」のことをよく覚えています。

とってもかわいかったですね。私は中学校で

テニス部に入ろうと思っています。皆につい

ていけるようにがんばります。これからもお

元気でお過ごしください。 敬具

（６年 Ｕ・Ｈ）

ベストを尽くした長縄跳び大会
２／２８（水）長縄跳び大会を行いました。今まで、太陽の時間などを使ってふれあい

班ごとに練習し、体育の時間も学年ごとに練習を積み重ねてきました。ルールは途中でつ

かえても続けて数え、３分間を２回跳んで合計した回数で競い合いました。うまくタイミ

ングが合わせられない下級生に対しては後ろからやさしく押してあげたり、縄をゆっくり

回すなどの工夫をしながら跳びました。今年の最高は２６６回跳んだ１班。２位は５班の

２５３回。どの班も、真剣に互いに協力し合う姿に胸が熱くなりました。



次に、学年長縄記録会。 どの学年も最後まで力を

出し切りました。最高は３１８回跳んだ６年生、２位

は５年生の２９２回でした。さすが６年生！自分たち

の最高新記録を出しました。目標達成への団結力と、

はじける笑顔が思い出に１つ増えました。体力作りば

かりでなく、お互いに励まし協力し合うことの大切さ

を学んだ活動となりました。

☆ ☆ Pepper？ プログラミング教育始まる ☆ ☆
市では平成３２年度からの小学校でのプログラミング教育

必修に先行し、今年度から３年間、ソフトバンクグループに

よる「Pepperスクールチャレンジ」を実施しています。本校
も、無償貸与３体の Pepper（人型ロボット）を使用して、プ
ログラミング学習を４～６年生で始めました。子供たちはプ

ログラミングの方法を学んで Pepper に話をさせたり動かし
たり……。このような学習を通して、情報活用実践力や論理

的思考力を高めていくことをねらいとしています。

２／１３、２／２０、長嶺純子先生か ３／９（金）６年生が学校のために奉仕

ら卒業式で歌う合唱の指導法を、教職員 作業を行いました。トイレの床や水道、体

が教えていただきました。「姿勢」や「響 育館など、日頃あまり手が届かないところ

き・明るい声」の出し方、歌唱の基本や を、一生懸命きれいにしました。さすが６

発音、息継ぎのポイントなど、大切なこ 年生、とても丁寧に手際よく腕を動かしま

とばか す。毎日使ってい

り。教 るトイレや水道が

えてい ぴかぴかになりま

ただい した。頼りになる

たこと ６年生、ありがと

を指導 うございます。卒

に生か 業しても、吉東小

し、子供たちは緊張の中でも心をこめて に遊びに来てくだ

伸び伸びと歌うことができました。 さいね。

３／１４（水）交通指導員さんに感謝 ３／７（水）３年生の「探鳥会」が行わ

する会を行いました。毎日立哨指導して れました。日本野鳥の会 栃木代表の高松

くださっている小林たい子さんに、お礼 健比古さんは、２０年にわたり本校の探鳥

の言葉を述べて記念品を贈りました。夏 会の講師を務めてくださっています。まず、

の暑い日も冬の寒い日も、２５年間、毎 双眼鏡の使い方を教わり、約２時間江川沿

朝子供たちの安全を見守ってくださいま いを歩きながら１４種類の鳥の生態を観察

した。本当にありがとうございました。 できました。鳥の鳴き声や特徴などを学び、

生きた探究学習につながりました。




