「子どもと寄り添う」
校長 小鹿原 賢
修了・卒業の 3 月を迎えます。
園庭・校庭を見ると先生たちが、子どもと一緒に遊んでいたり縄跳びを教えていたりしています。学級で子
どもと過ごす最後の学期を惜しむかのように、子どもとのかかわりを楽しんでいます。この光景を見ると思い
出すのは私の小学校時代のことです。
鉄棒が大の苦手な私は、6 年生になっても逆上がりができませんでした。みんなの前でできない姿をまた見
せるのかと、憂鬱でした。私は、自力で何とかできるようになろうと、夜、鉄棒がある公園で逆上がりの練習
をすることにしました。しかし、一人の練習はたやすいものではありません。教えてくれる先生がいない、し
かも街灯が一つだけ点いている公園で薄暗くて動きがよく見えません。
何日も練習しましたが、そのうち学校の鉄棒の授業は終わってしまいました。もう練習しなくてもいいわけ
ですが、せっかく取りかかったことですので、辞めたくなかったのです。わたしは、練習を続けることにしま
した。
しばらく続けていると、あるとき、くるっと一回、逆上がりができました。
「んっ。これかな」もう一度や
ってみましたら、次もできました。そして次も…。私は、一人ガッツポーズをとり喜びました。できることが
こんなに嬉しいことなのかとも思いました。しかし、周りを見回すと誰もいません。共に喜んでくれる人がい
ない侘しさも感じていました。
私が教員を志した、しかも体育を専門とする教員を目指した理由には、このような子どもの頃の体験や経験
が大きいように思います。
「子どもができないことをできるようにする。」
「子どもと一緒になって喜ぶ。」子ど
もに寄り添うことができる先生になろうと努力しました。
先生になってから 25 年の月日が経ち、
私の初めての教え子たちのクラス会が開かれ、私は招待されました。
その中の一人の教え子から、次のような言葉をもらいました。「私は、跳び箱が跳べず苦手でした。そんな私
に先生は放課後にできるまで何回も教えてくれました。先生が熱意と誠実さと公平さをもって教えていたお姿
に子どもながら感動していまし、今、私の人生・生活の基盤の一つです。私も留学生等を教える日本語の教師
をさせていただいていますが、このスピリットを忘れずにいようと心がけております。」
帰り際、教え子はこの言葉をカードにして、私に渡しました。
2 年前赤羽の子どもたちと出会ってから、子どもたちの頑張りや活躍が嬉しく、自分の勤めている学校・園
の子どもを自慢できるまで、子どもが成長したことを幸せに思います。これも、子どもを励まし学校・園の教
育を応援してくださる保護者や地域の皆様のお蔭であると感謝申し上げます。
また、
「あいさつ・礼儀」や「学びの姿勢」づくりを重視した教育の実現を、本校・園の教職員が努力して取
組んでくれました。
「教育は人なり」とよく言われますが、一人だけではできないものです。教職員・保護者・地域が一つにな
って「和」をつくり教育を進めていくことで、子どもがたくましく健やかに育っていくのです。
「子どもに寄り添う先生として、どれだけできたのか…。
」自分自身を振り返り、3 月の修了・卒業を子ども
と共に迎えたいと思います。

３月の行事予定

３月の下校時刻

1 日(水) 午前授業(全学年)
2 日(木) 児童集会 保護者会(6 年・ひまわり)

1 日(水)

全学年

3 日(金) 【特】ありがとうの会

2 日(木)

1・6 年 14:30 頃 2～5 年 15:20 頃

3 日(金)

1～5 年

14:10 頃

6年

16:00 頃

(5 年生まで 5 校時終了後下校)
4 日(土) 3 時間授業日 6 年生を送る会
6 日(月) 委員会活動
7 日(火) 安全指導 保護者会(5 年)
8 日(水) JET 青年交流(２年)

PTA 総会

13:15 頃

4 日(土)

全学年

11:20 頃

6 日(月)

1～4 年 14:30 頃 5・6 年 15:30 頃

7 日(火)1・2・5 年 14:30 頃 3・4・6 年 15:20 頃

9 日(木) 児童集会
10 日(金) 保護者会(1・2 年) 低学年卒業式(２年)

13 日(月)

1～3 年 14:30 頃 4～6 年 15:30 頃

校帽販売（14:00～15:00）

21 日(火)

1～4 年 13:15 頃 5・6 年 15:20 頃

23 日(木)

5・6 年

12:45 頃

24 日(金)

1～5 年

12:10 頃

13 日(月) クラブ活動
14 日(火) 三田中３年来校(最終)
16 日(木) 音楽朝会
17 日(金) おはなしカメさん(1 年・ひまわり)

※上記以外は通常通りです。ひまわり学級は学級だよりをご覧く
ださい。

20 日(月) 春分の日
21 日(火) 卒業式予行(5・6 年)(4 年生まで午前授業)

～ ４月初め 行事予定 ～

22 日(水) 給食終

5 日(水) 春季休業日終
入学式準備(新 2・6 年生登校)
6 日(木) 始業式 入学式
7 日(金) 定期健康診断始 大掃除

23 日(木) 卒業式(5・6 年)
24 日(金) 修了式(午前授業) 土曜時程
25 日(土) 春季休業日始
※【特】は特別時程
避難訓練は、予告なしで実施する予定です。

平成２９年度「放課ＧＯ→あかばね」の
参加登録申し込みについて

校帽販売のお知らせ

「放課ＧＯ→あかばね」の平成２９年度登録は、

3 月 10 日(金)14 時～15 時頃まで玄関にて、校帽の
販売を行います。

現在登録されている方も、再度登録をお願い致し
ます。

６年生のみなさんへ
１年生より

２年生より

３年生より

１年生は、６年生のことが大好きで
す。初めての小学校、広い教室の中で
分からないことは助けてくれるお兄さ
んとお姉さん。中休みには、一緒に遊
んでくれて、お掃除の仕方も教えても
らいました。「６年生って何でもでき
るんだね。」と、憧れの存在です。
中学生になっても、私たちの素敵な
お兄さん・お姉さんでいてください。
ありがとうございました。

６年生の皆さん、ご卒業おめでとう
ございます。いつも優しくしてくれて、
ありがとうございました。学校の中で
あいさつをしてくれたり、縦割り班給
食の時には話しかけたりしてくれてう
れしかったです。一緒に鬼ごっこやド
ッジボールができたことも思い出に残
っています。中学校でも頑張ってくだ
さい。

尊敬される６年生の姿は…？

４年生より

５年生より

ひまわり学級より

６年生の皆さん、ご卒業おめでとう
ございます。６年生の皆さんには、ク
ラブやたてわり班活動で大変お世話に
なりました。６年生の皆さんはとても
頼りがいのある存在でした。これから
高学年になる私たちも、６年生の皆さ
んを見習って、しっかりとリーダーシ
ップを身に付けたいと思っています。

６年生のみなさん、ご卒業おめでと
うございます。６年生との思い出は何
回も頑張って練習した式典です。人数
が少ないなか、大きい声で歌ったりお
客さんに伝わるような声で呼びかけを
したりしていて、尊敬しました。男女
仲よくけじめをつける６年生をお手本
にして、来年私たちも頑張ります。

縦割り班遊びでは、いつも優しく
みんなをリードしてくれました。
運動会の赤羽ソーランや学芸会
の劇「同窓会～二十年後のぼくたち
は～」はとても素敵でした。
赤羽小学校の仲間を忘れずに、中
学校でも頑張ってください。

（６年生によるアンケートから）

★決断力がある ★思いやりがある
★お手本になる ★ルールを守る
★明るくあいさつや返事ができる
皆さんは、そんな６年生として、たくさ
んのことを頑張ってきました。自分の力を
信じて中学校でも活躍してほしいです。
♪ご卒業 おめでとうございます♪

