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平成３１年度がスタートしました。そして８日（月）の１校時に、第１学期の始業式を実施し
ました。まだ入園・入学していない園児・児童を除いた全園児・児童が出席した中で始業式を実
施できたことを喜びたいと思います。子ども達も、新年度のスタートを意識してか、朝のあいさ
つや新任式・始業式の中での受け答え等、とても生き生きとしていました。
始業式の中で、代表児童の６年宮本蒼士さんが、新年度の決意を述べてくれました。きっと他
の児童の皆さんも、蒼士さんと同じように、「頑張りたいこと」「取り組んでみたいこと」等々が
いろいろあることでしょう。私たち職員も、子ども達の思いや願いが叶うように、精一杯応援、
そして支援して参ります。
また、始業式の前に新任式がありました
新しく転入した職員の紹介です。今回の転入職員
は、先日の文書（挨拶）でもお知らせしたとおり８
名です。新任式では、６年生の楠田想空さんが、歓
迎のことばを述べてくれました。そのことばに応え
られるよう、そして小学校・幼稚園の教育活動の充
実のため、努力してまいります。どうぞ、保護者の
皆様や地域の皆様の学校教育に対しますご理解とご支援をよろしくお願いいたします。

多くの来賓の方々や保護者の皆様の祝福を頂きました。ありがとうございました。
後 日、 新 １年生 の
おばあちゃんと話をする
機会がありました。
「大変立派な入学式
で涙が出ました。ありが
とうございました。」と言
われました。本当にう
れしかったです。こちら
こ そ 感 謝 申 し 上 げま
す。これからもよろしく
お願いいたします。

新しくみえた先生方へ
六年 楠田 想空
八名の先生方、田代小学校へようこそ。
ま ず最 初は 、田代 小学校の 給食です 。まぼろ しのココ
アト ース トが あり ます。一 年で二、 三回しか 出ないの で
楽しみにしていて下さい。
次 は、 あい さつ です。先 生や地域 の人たち はぼくた ち
の あい さつ を聞 くと「元 気になる 」と言っ てくれま す。
先生 たち もぼ くた ちのあい さつで「 元気」を もらって く
ださい。
最 後は 、ぼ くた ちのふる さとの祭 、おん田 祭です。 こ
の 時期 にな ると 「みこし 」を作り ます。そ してそれ をか
つい で田 んぼ の中 に入りま す。とっ ても楽し いので七 月
まで首を長くして待っていて下さい。
ぼ くた ちは 全校 児童七十 二名と少 ないです が、みん な
元 気い っぱ いで す。授業 では大き な声で発 表します 。お
いし い給 食を もり もり食べ ます。こ れから、 先生方と 学
習し たり 、た くさん の行事を 体験した りするこ とをとて
も 楽し みに して います 。分から ないこと があった ら、ぼ
く たち 六年 生に 何でも聞 いてくだ さい。こ れからど うぞ
よろしくお願いします。

１１日（木）に、第１４５回美郷町立田代小学校の入学式が挙行されました。新１年生１
２名（男子７名、女子５名）が緊張した面持ちで入場してきました。しっかりした姿勢で話を
聞くことができ、あいさつもがんばりました。すばらしい入学式ができました。

六年生でがんばること
六年 宮本 蒼士
ぼくが、六年生でがんばることは、三つあります。
一つ目は、
「勉強」です。特に算数の応用問題をがんばりたい
で す。 応用 問題 にな る と問 題が 頭の 中で 想像 で きず 、意 味が 分
か らな く なる こと があ りま す。 どん な 問題 にも 柔軟 に対 応で き
る よ うに した いで す。 そ のた めに 、本 をた くさ ん 読ん で想 像力
を育てていきたいです。
二つ目は、
「習い事」です。五年生のときは、あまり良い結果
が出ませんでした。だから六年生では毎日の練習をおこたらず、
一 歩 ずつ 前へ と進 んで いき た いで す。 また 、習 い事 で 友達 もで
きたのでもっとたくさんの友達を作りたいです。
三つ目は、
「下級生のお手本になること」です。五年生の最後
に「六年生がすることは下級生がまねをする。
」と先生に言われ
ました。下級生がぼくたちを見て良いことをしてくれるように、
お 手 本と して 最上 級 生と して 進ん で良 いこ と をし てい きた いと
思います。
六年生、十五人で力を合わせてがんばっていきたいです。

田代幼稚園及び田代小学校の保護者の皆様、お子さんのご進級おめでとうございます。

参観日・ＰＴＡ総会・家庭教育学級開級式
交通安全教室（幼稚園・全学年）
家庭訪問（和田・若宮・坂本・下区・立石）
家庭訪問（上野原・小川・仮迫・花水流）運動会結団式
家庭訪問（峰１）
家庭訪問（峰２） 尿検査

５月１０日（金） 幼小合同緊急連絡網テスト
１４日（火） 子どものための音楽会（６年）
１５日（水） ＱＵテスト（２～６年）
２１日（火） 運動会予行練習
２３日（木） 振替休業日（２５日分）

２５日（土） 運動会前日準備
２６日（日） 御田の里大運動会
２７日（月） 振替休業日（２６日分）
３０日（火） プール清掃
３１日（水） 畦塗り
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学校だよりを発行します。子ども達の様子や学校の状況を中
心にタイミングよくお知らせしていきたいと思います。通常は、
Ａ４判表裏印刷で発行しますが、今回（第一号）のように、お
知らせしたいことがたくさんある場合は、Ｂ４判の拡大版を発
行します。ご一読くだされば幸いです。

※ 主な学校行事です。都合により変更の場合がございます。

４月１９日（金）
２２日（月）
２３日（火）
２４日（水）
２５日（木）
２６日（金）

良浩
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