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 校報 ふれあい 

 

令和４年度 
２名の巣立ちと  

１１名の修了   
ご卒業・ご修了 

おめでとうございます 

～１年間ありがとうございました～ 
  

今年の冬は、１０年に１度という強烈な寒波

により、臨時休業とする日もありましたが、３

月の上旬を過ぎると急に暖かくなり、日一日と

春本番が近づいているのを感じます。 

こうした中、２０日（月）には、卒業式を行

いました。３年ぶりに、地域の皆様もお招きし、

多くの人たちに見送られながら、６年生２名が

この学校を立派に巣立っていきました。また、

在校生１１名は、明日【２４日（金）】、修了

式を迎えます。 

一人一人がこの１年間で、それぞれに「より

よい成長」を見せてくれたと思いますし、これ

を「自信」にして、来年度も「よりよい成長」

を続けていってほしいと思います。特に、卒業

生はこれからも田井で育ったことを誇りとし、

田井の人々の優しさを忘れず、自分の夢に向

かってしっかりと歩んでほしいと願っています。 

 こうした子ども達の成長は、学校の力だけで

できるものではありません。保護者及び地域の

皆様とともに「よりよい成長」を支えることが

できたおかげであります。本当にありがとうご

ざいました。来年度も変わらぬご支援をいただ

けますようよろしくお願いします。 
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卒業式・校長式辞 ※はなむけの言葉のみ抜粋 

一つ目は、「伊能忠敬」の生き方です。 
伊能忠敬は、5年生の時、日本の歴史で学習しまし

たが、江戸時代の後半、精密な日本地図を作った人
物です。今の千葉県で商人をしていた忠敬は、天文
学と測量術に興味をいだき、学びたいという夢を持
ちます。そして、忠敬、50歳の時、家業を息子にゆ
ずり、江戸で天文学と測量術を学ぶ決心をします。
その後、忠敬は、勉強に明け暮れながら、もう一つ
の夢、地球の大きさを知ることの研究を続けます。
そして、忠敬、55歳の時、幕府から、正確な地図を
作ることを名目に地球の大きさを知るための大規模
な測量の旅の許可をもらい、最終的には精密な日本
地図を作ることができました。忠敬は、夢を持ち続
け、50歳を過ぎても、その夢の実現のために行動し
たからこそ、大きな成功を収めることができたと思
います。 
夢をもってください。夢とは、中学生や高校生、

そして、大人になった自分の将来に、「こうなりた
い」「こうしたい」と実現させたい自分の希望や願
いです。その上で、その夢に向かう道筋を計画し、
計画したことを実行に移してください。そして、自
分の手で夢をつかみ取ってほしいと願っています。 
 
二つ目は、「仲間まわし」についてです。 
仲間まわしとは、6年生の時、わたしたちの生活と

工業生産の中で学習しましたが、高い技術をもつ中
小工場が、その得意な技術をもちよって、とても高
い品質の製品を作ることです。教科書には、東京都
大田区の中小工場が、ある学校にたのまれて、目の
不自由な人が触っても確かめられる特殊なペンを仲
間まわしで作ったことが例として載っていました。
これから先、特殊なペンのような難しい依頼を受け
るように、奏美さんと妃奈さんも様々な困難や課題
と向き合うと思いますが、仲間まわしのように、仲
間とともに解決してほしいと思っています。 
そんな時、まず大事にしてほしいことは、「人を

大切にすること」です。仲間まわしで、普段は違う
仕事をしている近所の工場同士が、互いの違いを認
め、尊重し合っているからこそ、高い品質の製品を
作ることができるように、一緒に解決しようとする
仲間を大切に思う気持ちがまず大事だと思います。 
もう一つは「自信」です。仲間まわしで、協力す

る工場が、自信のもてる高い技術をもちよるように
協力する一人一人が、自信をもって解決のための知
恵を出し合い、行動をしてこそ、よりよい解決につ
ながると思います。 
人を大切にしてください。そして、自信をもっと

ふくらませてください。このことを日々積み重ねな
がら、中学校でも、仲間とともに活躍してほしいと
思っています。そして、より多くの人たちとともに
豊かな未来を切り拓いていってくれることを願って
います。 
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田井小のステキなところ 
６年生を送る会で、卒業生の奏美さんと妃奈

さんが、６年間で見つけた田井小の５つのステ

キなところを自作のピクトグラムとともに次の

とおり伝えてくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在校生たちも、田井小のステキなところとし

て、さらに自分のステキなところにもなるよう、

頑張って受け継いでいってほしいと思います。 
 

６年生を送る会 

６年生を送 

る会は、２月 

から５年生を 

中心に話し合 

いを始め、ス 

ローガンを掲 

げながら、準備を進めてきました。 

【スローガン】 

 

 
 

３月３日（金）が本番となりました。 

 まずは、６年生が入場し、２人へのメッセー

ジを伝えました。 

【メッセージ】 
 

 

 

 
 

次に、全校ふれあいゲームを行いました。ま

ずは、色別でジェスチャーゲームを行い、その

後、全校でダンスを踊り、みんなで楽しむこと

ができました。 

 その後は、各学年からの出し物でした。 

 １・２年生は、 

６年生との思い 

出を替え歌にし 

て発表し、心を 

こめて作ったプ 

レゼントを渡す 

ことができました。 

 ３・４・５年 

生は、２年前の 

学習発表会で６ 

年生と踊ったダ 

ンスや合唱「君 

が輝くとき」を 

披露しました。また、タブレットを使って作っ

たプレゼンテーションで６年生の小学校生活を

心をこめて振り返っていました。 

 そして、在校生全員からプレゼントを贈り、 

最後は、６年生からでした。 

６年生は、前 

述した「田井小 

のステキなとこ 

ろ」と教職員を 

含めた一人一人 

に、写真とメッ 

セージ付きの手作りフォトフレームを贈ってく

れました。 

 在校生にとっては、お世話になった６年生に

感謝の気持ちを表し、６年生との良い思い出を

作ることができました。特に、５年生は、計画

・準備・実施の中心になることで、全校のリー

ダーとしての自覚をもてたのではないかと思い

ます。６年生も、しっかりと感謝の気持ちを伝

えてくれました。良い思い出の一つになったと

ともに中学校への思いを高めることができたの

ではないかと思います。 

 本当に、心温まる素敵な会になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

６年生 ありがとう！！ 
～えがお あふれる 楽しい会に～ 

みんなを笑わせてくれる  
われらの太陽 奏美さん ありがとう 

いろんなアイディアを出し 
やさしく教えてくれる 妃奈さん ありがとう 
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ＰＴＡ活動 お疲れさまでした 

今年度のＰＴＡ活動が無事終了しました。和

泉会長をはじめ、役員及び会員の皆様、１年間

本当にお疲れさまでした。また、３月７日（火）

にありました第４回ＰＴＡ全体会において、令

和５年度の役員が下記のとおり承認されました

ので、お知らせします。 

来年度も、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

今年度もご支援ありがとうございました 
今年度も多くの地域の方に学校に来ていただ

き、子ども達の「よりよい成長」を支えていただ

きました。ありがとうございました。 

来年度も引き続き、支えていただきますようよ

ろしくお願いします。 

この１ヶ月のご支援の様子は、次のとおりです。 
 

《卒業飾りづくり》 

 ２月２２日 

（水）には、 

学校支援ボラ 

ンティアとし 

て５名の方の 

ご指導のもと、１・２年生が卒業飾りづくりを

体験することができました。卒業式で卒業生に

渡す素敵なブーケを作りながら、卒業式への気

持ちを高めることができました。 

 

《式場準備》 

 ３月１７日 

（金）には、５ 

名の方に卒業式 

の式場準備を手 

伝っていただきました。鉢花並べや白布掛け、

教室掲示など様々な作業をしていただきまし

た。子ども達は、一緒に作業をすることで、こ

れまでお世話になってきたことを振り返るよい

機会になったのではないかと思います。 
 

入賞おめでとう 

《島根県書初め展》 

◆金賞  ４年 堀江 聖竜さん 

◆銀賞 

３年 堀江 将輝さん ４年 大谷 晴哉さん 

４年 堀江 亮二さん ５年 陶山 一真さん 

６年 陶山 妃奈さん ６年 和泉 奏美さん 
 

春休みに入ります 

２５日（土）より、春休みに入ります。休み

前に学校や家庭で確認した「令和４年度 春休

みのしおり」のとおり、「生活リズム、めあて、

健康、安全」に心がけ、新年度に向け充実した

休みにしてほしいと思います。「しおり」につ

いては、右に掲載しております。地域の方にも

確認いただき、子ども達に声がけしていただけ

れば、さらによりよい春休みになると思います。

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の主な行事予定（～4/30） 
＜3 月＞ 

25日(土) 春休み開始（～4/9） 

 

＜4 月＞ 

10日(月) 着任式 始業式 

11日(火) 入学式 

12日(水) 給食開始 地区児童会 集団下校 

13日(木) 身体測定 掃除班会 

16日(日) うんなん家庭の日 

17日(月) 13:15一斉下校 

18日(火) 全国学力学習状況調査 

26日(水) 心電図(1・4年) 血液検査(4年) 

27日(木) 授業公開日 ＰＴＡ総会 学級懇談会 

28日(金) 13:15一斉下校 

【令和５年度 田井小学校ＰＴＡ役員】 

会   長  陶山 佑也さま（６年：一真さん） 

副 会 長  大谷 吾郎さま（５年：晴哉さん） 

監  事  堀江 延宏さま（５年：聖竜さん） 

幹  事  堀江 祐輔さま（４年：将輝さん）

地域連携部長  堀江 敬二さま（５年：亮二さん） 

【異動のお知らせ】 

この度の人事異動により、以下の３名が転出し、 

教頭：飯國 厚志(出雲市立神西小へ) 
教諭：金田由美子(出雲市立高松小へ) 
教諭：永瀬 真弓(雲南市立海潮小へ) 

４月には、以下の２名が転入します。 

教頭：加藤 泰寛(出雲市立長浜小から) 
教諭：村尾 晴美(出雲市立塩冶小から) 
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令和４年度  春  休  み  の  し  お  り 

               雲南市立田井小学校 

春休みのめあて  

１．元気よく気持ちのよいあいさつをしよう。 

１．進んで学習したり体をきたえたりしよう。 

２．メディアと上手につきあい、規則正しい生活をしよう 

３．持ち物の整理整頓をして、新学期の準備をしよう。 

 

☆生活について（生活のリズムを守ろう）      

○ 朝９時３０分までは家にいて、学習や手伝いをしよう。 

（「春休みの子どもの居場所」に参加する日はその予定に合わせよう。） 

 ○ 家族や地域の人に進んであいさつをしよう。 

 ○  出かける時は、家の人に「行き先・用事・帰る時刻」を知らせよう。 

 〇 危ない遊び（火遊び、エアガン、道路や駐車場でのキックボードなど）はしません。 

○ 友だちの家には泊まりません。 

○ ケアポートや交流センターなどの公共施設では、人の迷惑になることはしません。 

○ テレビやゲームの時間を決め、長くならないようにしよう。 

○ 買い食いや食べ歩き、おごり合いはしません。  

 ○ 大人のいない家に集まって遊びません。 

○ 校区外へ子どもだけで行ってはいけません。 

 

＜雲南市小中学校共通のきまり＞ 
□ 遊技場（ゲームセンター、ゲームコーナー、カラオケボックスなど）へは児童だけでは行きません。 

※ 本校では、ゲームセンターは、大人と一緒でも行かないきまりになっています。 

□ 用事がないのに大型商業施設には、児童だけで入りません。 

□ 小学生は夕方5時までに帰宅します。 

 

☆学習（めあてを決めてがんばろう）      

○ 宿題は計画的に行おう。        

○ 学習のめあてを決めて、進んで勉強しよう。  

 

☆健康・安全（大切な命を守ろう） 

 ○ 交通ルールを守ろう。 

・ 整備された自転車で、乗る場所を考えて乗ろう。 

・ 急なとび出しはやめよう。 

・ 自転車に乗るときのきまり（下記：田井小「くらしのしおり」より）を守ろう。 

◇ １，２年生は、家の周りで家の人の目が届く範囲で乗りましょう。 

◇ 自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用します。 

危ないところ  国道314号、校区外、トンネル、発電所上の坂、 

旧ガソリンスタンドの後ろの道、上山への坂 

 ○ 見知らぬ人の誘いには、絶対のりません。 

〇 危険だと感じた時は、大声で助けを呼び、すぐ逃げよう。（きょ・う・は・いか・の・お・すし） 

・ 近くの家や「ＳＯＳの家」に助けを求めよう。できるなら不審者の車のナンバーや特徴など
を覚えてすぐにお家の人に話をし、警察や学校に連絡してもらおう。 

○ むし歯などの治療は、休み中にしよう。 

○ 校区内の危険箇所のプリントを見て、危険な所に近づかないよう気をつけよう。 

○ サルやクマ、イノシシなどの野生動物に気をつけよう。 

○ 新型コロナウイルスやインフルエンザの感染予防に努めながら生活しよう。 

 

 

※ 保護者の皆さんへ 

 このしおりは、春休みの生活の目安となるものです。お子さんと話し合いの時間をもって計画を立
て、楽しい春休みが過ごせるよう願っています。 


