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中野区立南台小学校 令和 元年 ９月２６日（木）

南台 校長室だより
Ｎｏ．０
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「南台 校長室だより」の刊行
日頃より、本校の教育活動への様々なご支援、ご協力をいただきありがとうございます。

この度、「南台 校長室だより」の発行を進めていくことにしました。昨年度は「南台の
連携教育」を発行しました。「地域コミュニティの核となる学校づくり」を目指す本校の
特色ある取り組みである「連携教育」について継続してお伝えしてきました。が、昨年度
末で、廃刊としました。
本年度は、「南台 校長室だより」として、少し違った角度からも情報発信に努めてい

きます。既に、６年生の日光移動教室、５年生の軽井沢移動教室の際に、現地からのレポ
ート「移動教室特集」という形でＮｏ．１からＮｏ．６まで発行し、ホームページに掲載
しています。今回は「南台 校長室だより」の刊行というタイトルで、Ｎｏ．０として発
行します。校長として考えていること、お伝えしたい出来事や情報を盛り込んでいきます。
不定期の発行になりますが、よろしくお願いします。

広町みらい公園とのかかわり
学区域に「広町みらい公園」がオープンしました。開園セレモニーに、音楽隊と６年生

の「南台太鼓」（毎朝の始業を告げる太鼓）で出演させていただきました。地域の方々や
区公園課の方々にも大変よくしていただき、貴重な体験ができました。本校児童、保護者
の皆様も多数見ていただき、たくさん声をかけていただき、子供たちもとても喜んでいま
した。やりがいがあったようです。出演依頼があって、運動会直前にもかかわらずお受け
したのには次のようなことがあります。
○公園名の募集を本校児童会でも募集をかけ、たくさんの児童が応募していること。
○募集の話を契機にＰＴＡ役員の方からの写真提供があり、全校で見ていたこと。
○１年生が、「地域ふれあい学習」の新たな学習材として生活科の学習に取り入れ、工事
中から訪問していること。（オープニングの翌日、学年で出かけて学習してきました。）

○音楽隊担当教諭から子供たちに投げかけて、「出演したい」という希望が強かったこと。
○毎年あるわけではなく、滅多にない機会であること。 等です。
開園セレモニーにとどまらず、子供たちには自分たちの大切な公園として、愛着をもっ

てルールを大切にして遊ぶように声かけをしていきたいと考えています。

週末は第３回運動会
週末はいよいよ運動会です。天気予報は晴れのち曇り、気温も大きく上がらず、絶好の

秋晴れの開催が予想できます。子供たちもはりきっています。楽しみにしてください。
既にＰＴＡからのお手紙にもありますが、児童の演技競技が各学年ごとになり、児童の

演技競技時間の確保のため、「地域競技」は本年度が最終となります。ご参加ください。
配布しましたご案内に記載されている約束事をお守りいただき、児童がしっかり演技し、

たくさんの方が楽しめる運動会にしていきたいと考えています。ホームページに運動会の
ご案内とプログラムを載せていますので、お手元に無い方はご覧ください。

「南台 校長室だより」のネーミング募集
「南台 校長室だより」では少々堅いので、ネーミングを募集します。担任にお寄せい

ただいても、校長まで伝えていただいても結構です。運動会の折にもお声かけください。
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中野区立南台小学校 令和 元年 ７月 ３日（水）

南台 校長室だより
＜６年日光移動教室特集＞ Ｎｏ．１
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本日より、６年生の日光移動教室、来週は５年生の軽井沢移動教室と２つの大きな宿泊
行事が続きます。少しでも現地での子供たちのがんばりや学習、楽しんでいる様子をお伝
えしようと「南台 校長室だより」としてその様子をお伝えします。無理なく可能な範囲
で作成しますのでよろしくお願いします。

６年日光移動教室特集 １日目のスタート
晴天に恵まれ、たくさんのお見送りの中でのスタートです。今年の６年生のキーワード

は、「チャレンジ」（挑戦）、「スマイル」（笑顔）、「ジャッジ」（判断）です。５年生からの
お見送りメッセージも６年生を応援してくれているようです。１，２号車ともに元気なバ
スレクで、さきたま古墳を目指します。

歴史を感じる さきたま古墳群
バス酔いもなく、さきたま古墳群に到着、「埼玉県名発祥の地」、「行田の足袋」、「古代

蓮発見地」…と様々な地域や歴史に関するものがあります。が、何といっても「９つの古
墳」とさきたま史跡に博物館の国宝展示「金錯銘鉄剣（きんさくめいてっけん）」＜社会
の教科書に掲載＞は特に有名です。この国宝の剣は、レプリカでなく本物が博物館に展示
してあり、目の前で見ることができます。やはり本物の迫力はすごいです。埴輪や勾玉と
ともに子供たちは見入っていました。その後、丸墓山古墳に登り、周囲を見渡すと周囲の
古墳や忍城がよく見えました。いよいよグループでの散策です。古墳を巡り、将軍山古墳
展示館で石室の見学もしました。バスは一路、日光へ…。



いよいよ日光、中禅寺湖へ
高速道路を抜け、いろは坂ではいくつもの大きなカーブを曲がり、中禅寺湖に到着です。

日光自然博物館ではシアターで日光の全体像を学び、展示コーナーでは様々な体験を楽し
みました。エレベーター、涼しいトンネルを抜け華厳の滝に向かいます。

絶景 華厳の滝
涼しいトンネルを抜けるとそこには、見事な華厳の滝の姿がありました。記念撮影より

も気になるようで、歓声が上がりました。滝の水の落ちる速さや岩の形や水の通し方など
をとてもよく見ていました。しっかり華厳の滝の見学ができました。正に絶景でした。

奥日光 パークロッジ深山到着
華厳の滝からバスに向かう途中、野鳥をものすごい近くに見つけ間近で見ることもでき

ました。奥日光の自然の中の宿、パークロッジ深山に到着、宿の方に親切に迎えていただ
き、到着の会、避難訓練、入浴、食事と慌ただしく過ごしました。２回目の移動教室とい

うこともあり、時間の中でやりきろうとする気持ちを感じました。「ジャッジ」です。

粒揃いでなく それぞれに ふくべ細工
食事後、地元の方に教えていただきながら、ふくべ細工に挑戦です。この地域の伝統工

芸です。どの子も個性的な作品が仕上がり、１Fロビーに並べられた作品をみんなで見な
がら、よさを認め合う姿がありました。「粒揃いでなくそれぞれによい作品」です。７月
の学校公開日に展示する予定です。
たくさん歩き、内容濃く活動した初日が終わります。おやすみなさい…。
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中野区立南台小学校 令和 元年 ７月 ４日（木）

南台 校長室だより
＜６年日光移動教室特集＞ Ｎｏ．２
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雨の２日目 おはようございます
あいにくの雨の中、２日目の朝を迎えました。朝会も１Ｆのホールで行います。眠い目

を擦りながら、皆起きてきました。狭い中でも自分たちで準備した体操で体を動かし、「チ
ャレンジ」（挑戦）、「スマイル」（笑顔）、「ジャッジ」（判断）というスローガンの確認も
行い２日目が始まりました。

カッパを着て 湯滝に出発
雨のため、宿からカッパを着てのスタートです。湯の湖の散策からコースを変更して、

バスで湯滝の滝つぼに向かいます。到着すると雨の中ですが、素敵な湯滝の景色が広がっ
ていました。ここから戦場ヶ原のハイキングです。シカ除けの柵を開けて、グループでの
ハイキングがスタートしました。

晴天の散策 戦場ヶ原
水たまりの多い足元でしたが、天候はどんどん回復し、カッパ、上着を脱ぎ、最後には

半そでの人もいる散策になりました。男体山もしっかり姿を現しました。グループ行動を
崩さず、仲良く赤沼までの散策を進めます。途中、蝶の姿や小鳥の声、きれいな花、澄ん
だ水の流れなど楽しみながら、ゴール直前、遠くに見えるスタートの湯滝も眺めました。



お昼ご飯とソフトクリーム
雨上がりで、昼食場所が二荒レストセンターに変更、おにぎり弁当をいただきました。

三本松に移動してお待ちかねのソフトクリームです。牛乳たっぷりの甘い味に舌づつみを
打ちました。そして、龍頭の滝の水量にびっくりしながら、龍の頭を想像しました。

宿の周辺～源泉散策、足湯
早めに宿に戻り、学年の写真を撮影した後、宿周辺の散策に出ました。奥日光温泉の源

泉で10円玉の酸化を実験し、近隣の足湯にも浸りました。散策の途中、野生の猿が目の
前に現れ、大歓声が響きました。

２日目の夜は・・・
時間に余裕ができ、ゆっくりとお風呂に入り、レクの準備も進みます。宿の方のご厚意

でキャンプファイヤー場の下見とリハーサルも行いました。スローガンに合わせた３つの
火、「チャレンジの火」、「ジャッジの火」「スマイルの火」も準備されています。そんな中、
また雨が降ってきてしまいました・・・。外と室内の両方の準備を進めています。

さあ、楽しかった２日目、その夜は・・・ 明日お伝えします。 …続く…
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中野区立南台小学校 令和 元年 ７月 ５日（金）

南台 校長室だより
＜６年日光移動教室特集＞ Ｎｏ．３
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残念ながら室内レクに
湯の湖畔まで出かけて、下見、準備をしたキャンプファイヤーでしたが、残念ながら雨

天の為、キャンドルファイヤー、室内レクになりました。しかしその中でも、３つの火「チ
ャレンジ」「ジャッジ」「スマイル」をみんなで共有し、ダンス、願いごと、ゲーム、そし
て最後にビリーブを歌いました。とても楽しくできました。

室内レクで得たものは・・・
楽しくできたのは、何といってもレク係のおかげです。何度も集まって準備をしていま

した。そして、参加した６年生みんながそれを楽しみながら支えました。最後の感想では、
「６年生全員そろって最後の移動教室、大人になっても覚えていたい。」レク係は、「苦労
したけれど、このレク係のメンバーだからこそできたんだ。」と振り返っていました。

最終日、奥日光の気持ちのよいの朝
最終日の朝、とても気持ちのよい朝になりました。宿の部屋の窓からもよい景色が見え、

顔を覗かせる姿もあります。体操も外で思い切りできました。クラスごとに記念撮影をし
て奥日光の思い出を刻みます。部屋に戻って、健康観察、部屋の片付け、出発準備、食事
準備とみんなで声をかけ合って進めていました。いよいよ奥日光とのお別れです。



パークロッジ深山を出発～奥日光の思い出
思い出深い奥日光とお別れです。お世話になったパークロッジ深山の方からは、食事の

片付けのことやあいさつのこと…子供たちへのたくさんのあたたかいお言葉をいただきま
した。宿で書いたはがきを投函、東照宮に出発です。 この後は続編でお伝えします。

日光宝物館～日光東照宮～天猷院
バスに揺られて、日光東照宮へ。まず、宝物館のシアターで陽明門を学習しました。そ

の後、セルフガイドをしながらグループで東照宮を巡りました。陽明門や眠り猫を見学し
て、奥宮まで行くグループもたくさんありました。なかなか学習したことを生かして、な
かなか上手なガイドをする子も全体が混雑していて時間がかかりました。その後、天猷院
に行くと、こちらはとても静かなです。そんな中、東照宮と比較しながら、見学しました。

一路、東京へ・・・
おみやげを購入、お家のことをしっかり考えていて、短い時間でなかなか上手です。昼

食はカレーライス、みんな元気でおかわりおかわりをする子もたくさんいました。そして、
バスは一路東京へ…。南台小の６年生全員で行った小学校最後の移動教室、たくさんの深
くあたたかい思い出ができました。
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中野区立南台小学校 令和 元年 ７月 ８日（月）

南台 校長室だより
＜５年軽井沢移動教室特集＞ Ｎｏ．４
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先週、６年生の日光移動教室が無事に終わりました。事前の準備から当日、そしてお迎
えまで、ご協力いただきありがとうございました。本日から５年生の軽井沢移動教室に出
かけます。現地での様子を可能な範囲で「南台 校長室だより」としてお伝えします。教
室中は想像を働かせて、移動教室後はお子様と共に会話をしながらご覧ください。

５年軽井沢移動教室 関越道で長野県へ
曇り空ですが、全員そろってのスタートです。５年生のテーマは「〇〇合い」。バスレ

クの移動教室の意気込みでは「お風呂や寝ることを友達とやるのは初めてなので、みんな
でそれを身に付けたい。」、「キャンドルファイヤーレクを楽しくやりたい。」、「部屋の生活
をしっかりがんばる。」、「準備してきたことを成功させたい。」等が上がりました。

佐久パラダ パノラマ風景～行動班でのグループ活動
楽しいバスレクのおかげもあって、バス酔いもなく、順調に佐久平自然体験フィールド

パラダ（佐久パラダ）に到着しました。高速の最後のトンネルを抜けると晴れ間が広がり、
パノラマの絶景です。太陽を囲む虹（円形虹）がも見えました。ここから行動班でのグル
ープ活動です。オリエンテーリングの間、たくさん出てくる虫におっかなびっくりしたり、
「おーい」と大きな声でかけ声をかけたりとグループで行動します。約１時間の活動で汗
もたくさんかきました。どのグループもバラバラになることなく時間に間に合ってゴール
しました。上手くいかなかったことや課題になったことは、その都度、伝え合って解決を
目指し、この後につなぎます。この「伝え合い」もテーマ「〇〇合い」です。



松井農園でのブルーベリー体験学習
松井農園のブルーベリー体験学習です。収穫体験の中で知りたい疑問を農園の方にどん

どん答えていただきます。「苦手なブルーベリーが美味しかった。」「見分け方が分かった。」
「他の品種も知りたい。」「日当たりをよくする工夫が分かった。」…よく学習しました。

中野区軽井沢少年自然の家に到着
松井農園でお見送りを受けた後、少年自然の家に向かいます。予定よりも早く到着、学

年で写真を撮影し、開園式となりました。初めて見る宿舎にわくわく感が高まります。さ
あ、生活班でのグループ活動のスタートです。

宿舎での係活動～生活班でのグループ活動
到着と同時に避難訓練、そして各係活動が始まりました。部屋の使い方もなかなか上手

です。「しおりを見て行動しよう」という声も聞こえます。もちろん上手くいかないこと
もありますが、次に生かせるようすぐに改善です。お風呂の入り方を説明、シーツのかけ
方を確認したりと係活動が進んでいきます。ここでも生活班での「〇〇合い」を大切に！

地元の方（岩崎さん）を師匠につくった 藍染め
食事後、宿舎で藍染め体験です、地元中山道岩村田宿の岩崎呉服店の岩崎さんにお世話

になります。１０年以上前から中野区の移動教室での藍染め体験をお願いしています。子
供のことを素敵な言葉でたくさんほめてくださいます。そんな岩崎さんと「かかわり合い」
ながら学習を進め、全員の個性的な藍染めが見事に完成しました。１日目が終わります。
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中野区立南台小学校 令和 元年 ７月 ９日（火）

南台 校長室だより
＜５年軽井沢移動教室特集＞ Ｎｏ．５
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２日目が始まります
朝６時、南台体操の音楽での起床です。起床後すぐに検温、園庭での朝会です。５分前

行動には、生活班ではまだまだでした。行動班での意識を生かしていくことが目標です。
あいにくの曇り空で浅間山はまだ姿を現しません。軽井沢、２日目の始まりです。

時間を意識する兆しが・・・
食事係の活動が時間を守ってしっかり準備できました。全体の動きに余裕が生まれ、朝

食をよく食べ、園庭に集合、時間を意識する兆しも見えました。しかし、今日の課題５分
前行動にはまだまだです。声をかけ合って確実に活動をするよさを感じてほしいです。
霧の深くなる中、バスは峰の茶屋に到着、地層の観察をしてハイキングに出発します。

霧の「峰の茶屋」～マイナスイオンの「白糸の滝」
信濃路自然歩道を峰の茶屋から植物を見たり、シカの足跡を見たり、鳥の声に耳を済ま

せたりと自然に触れあいながら進みます。歩く道すがら、植生（しょくせい）を調査して
いる方にお話を聞きました。約１時間で白糸の滝です。ハイキングのゴールで、見た素敵
な滝の姿に、清々しい気持ちになりました。



神津牧場に到着～あいにくの雨
白糸の滝を出発すると雨が降ってきました。ハイキングの間に降らなくてよかったと思

いつつ、神津牧場に向かいます。なかなか雨はやまなかったのですが、到着間際、バス車
内から牛や野うさぎ、キジなどが見えました。傘をさしての到着となりました。

充実した体験学習～乳しぼり・バターづくり
体験学習では、牛の体温のあたたかさを感じながらの搾乳体験では、今日生まれた子も

含めて、たくさんの子牛とも触れました。バターづくりは、しぼった牛乳からとったクリ
ームを発酵させたクリームを約１万回振るチャーニングを行い、全員バター完成です。

キャンドルファイヤーとレクの行方は？
体験学習に時間がかかりましたが、美味しいソフトクリームを味わって神津牧場を後に

します。どの体験学習でも教えてくださる牧場の方に「先生」と自然に話しかける姿が印
象的でした。この後、２日目の学園生活が待っています。夜のキャンドルファイヤーとレ
クに向けてバス車内でも歌が流れます。この後の様子は、明日お伝えします。…続く…
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中野区立南台小学校 令和 元年 ７月 ８日（水）

南台 校長室だより
＜５年軽井沢移動教室特集＞ Ｎｏ．６
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楽しんだキャンドルファイヤーと室内レク
レクリエーションホールでのキャンドルファイヤーでは、「友情の火」、「勇気の火」、「努

力の火」、「平和の火」の４つの火が灯されました。続いて室内レク「軽井沢運動会」です。
互いに仕事を補い合いながら司会の進行です。「ピンポン玉運び」、「障害物リレー」、「ド
ッジボール」、「ダンス」と楽しみ、最後に「ビリーブ」を全員で歌いました。

各々の係の仕事は・・・
キャンドルファイヤー室内レクを楽しくできたのは、何といってもレク係のおかげです。

出発前から何度も集まって準備をしていました。その成長ぶりは目覚ましいものがありま
した。昨日の食事係の他にも入浴係、保健係、そして室長と担当の仕事をしっかりやって
います。係でのがんばりが全体に生きてくるようになってきました。３日目スタートです。

朝会、食事が更に改善
最終日の朝、曇り空で浅間山は見えませんでした。残念です…。早目、早目の集合を意

識した朝会ができ、朝食は時間前に全員が食堂に入りました。今日、誕生日を迎えた子を
みんなでお祝いする朝食になりました。退園式では、お世話になった学園の方にカレンダ
ーとペン立てのプレゼントをしました。たくさんお世話になった学園とお別れです。



高原レタスの収穫～ＪＡ佐久浅間
最終日はＪＡ佐久浅間、はじめにレタスの収穫体験です。ＪＡ事務所から徒歩で近隣の

畑に向かいます。ＪＡ佐久浅間の専門家の先生から包丁の使い方を習い収穫です。足にビ
ニールをつけ畑に入ります。みずみずしいレタスの収穫ができました。

こんにゃく道場へ～群馬県名産
ＪＡ佐久浅間の後、発地市庭でおみやげを買いました。ご家族のことをよく考えていま

した。おみやげ話と共に一緒に見ていただけたらと思います。そして、群馬の「こんにゃ
く道場」に向かいます。こんにゃく道場では、こんにゃく粉を水に溶いて、石灰で固めま
す。練り具合がポイントですが、ここでも地元の師匠に教えていただきました。お昼にも
おいしいこんにゃくをいただき、自分の作ったこんにゃくをおみやげに持ち帰ります。

５年生、はじめての移動教室が終わります・・・
５年生、はじめての軽井沢移動教室が終わります。バスの中の感想では、「はじめは上

手くできないことが多かったけれど、３日目には集まりなど早くなった。」、「楽しいこと
が多かった。」、「係でみんなが喜んでくれてよかった。」等上がっていました。移動教室で
身に付けたことと今後の課題、これからの学校生活に生かしていけることでしょう。
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中野区立南台小学校 令和 元年 ９月２７日（金）

南台 校長室だより
Ｎｏ．７
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「一生懸命」に「感謝」を加える運動会へ
明日は第３回運動会です。これまで、運動会のご案内、プログラム、各学年だより、学

校だより等で内容をお知らせしてきました。子供たちは、練習から「一生懸命」を忘れず
に取り組んできています。練習からのさわやかな笑顔や明るい声が響いているのがその証
だと考えています。当然、練習中上手くいかなかったことや失敗したこと、困ったことや
悩んだこともあります。けれども、それも成長のための一歩です。ここまでの「過程」を
大切に明日の本番を迎えます。
そして明日は、「戦う相手がいるから競技ができる、勝ち負けも決まる。」、「見て下さる

人がいるから演技ができる。」、「準備をしてくれる人がいるからスムーズにできる。」等、
様々な人とのかかわり合いを意識して「感謝」の気持ちを加えて、はりきって演技競技、
係の活動等に取り組みます。ご家庭でも、その後押しをお願いします。

大変お世話になっています～感謝
準備段階から、様々な立場のたくさんの方々に大変お世話になっています。紹介します。

○ＰＴＡ役員、運営委員の皆さんには、運動会の趣旨やねらい、全体像を理解していただ
き、当日の混乱のないようにサポートを考えて下さっています。

○南中野中学校サッカー部が、２５日のサッカーゴールの移動を手伝ってくれました。当
日も全校生徒からの希望者約２０名が南中ボランティアと して参加予定です。

○各学年の保護者の皆様には衣装や道具の準備にご協力い
ただきました。子供と一緒に作業した学年もありました。

○係や応援団、リレー等の朝練習に子供たちがしっかり来
られたのは、各ご家庭のご支援です。時折、正門からも
見守っていただいていました。

○３年生の「スリラー２０１９」には、動きの仕上げの段
階で、多田ＰＴＡダンサーズの方にお越しいただいて、
「演技のキレ」のポイントを教えていただきました。

○運動会練習中、交通安全週間で早い時間から地域の方に見
守っていただきました。朝練で早く登校する子にも声をかけていただいています。スク
ールゾーン設定のない土曜日、運動会の朝も地域の方々が見守りに立ってくださいます。

○そして何より、ご家庭での健康管理や励ましが子供たちを後押しし、支えています。

ひとつひとつの温かなかかわりに子供たちを、そして学校を応援して下さる気持ちを感
じています。この他にもたくさん見えないところでもお世話になっていることがあると思
います。これは、子供たちにも知って分かってもらいたいことでもあります。

思いやり＆譲り合いの運動会に・・・
開校時から「立ち席」の運動会です。同時に「思いやり＆譲り合い」の運動会にもなっ

てきています。朝、校門にものすごい長い列をつくることもなくなりました。保護者の皆
様のご理解ご協力のおかげです。今年度は徒競走のゴール付近の譲り合いを広めましょう。
各学年のレースとコースのお知らせをしています。皆様で気にかけてくだされば幸いです。
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中野区立南台小学校 令和 元年１１月２１日（木）

南台 校長室だより
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「想いよ つながれ！」は準備から
今週末の第２回展覧会に向け、準備が本格化しています。会場準備を６年生が働いてく

れました。大変頼もしい動きでした。既に体育館には、全校共同作品の展示が始まってい
ます。この準備段階からテーマ「想いよ つながれ！」も本格化しています。共同作品名
は、これにピッタリの「つながれ！ 笑顔があふれる服」です。毎日毎日、少しずつ作品
が飾られ、変化し完成に近づく中で想いがつながっていって欲しいと願います。当日は、
個性豊かな全校共同制作のＴシャツもさらに輝いていることと思います。楽しみにしてい
て下さい。

大変お世話になっています～保護者の方の図工ボランティア
９月に一度集まりをもっています。その後、展覧会前にお手伝いをしてくださるという

ことで、１１月中旬から３度ご来校いただき、会議室で平面作品を白ボール紙に貼ったり、
児童の制作する材料の準備をしていただいたりと大変ありがたい活動です。感謝申し上げ
るとともに、改めて紹介したいと思っています。

日々の連携教育の先に地域コーナーが・・・
地域作品コーナーには、地域・保護者の方の作品に加えて、

連携している幼稚園、保育園、中学校、中野特別支援学校、Ｐ
ＴＡサークル等の作品が展示される予定です。「連携教育の南
台」を謳う本校の特色にもなりそうです。展覧会当日には、地
域の方に加えて、年長児と一緒に保育園幼稚園の保護者の方も
参観に来ていただければありがたいと思っています。年長児が
事務室に作品を届けに来校、その後、校庭で遊んで帰っていき
ました。少しでも小学校を身近に感じてくれたらと思います。

展覧会準備の進む中で・・・

音楽隊の楽器が増えました～柴田基金助成
公益信託柴田教育振興基金の助成グループの申請が通り、音楽隊の楽器を購入しました。

これは、地域行事等での演奏等が認められた形です。次回の演奏は、増えた楽器を使って
の演奏になります。３回目の申請でやっと助成が受けられました。

玄関のからくり時計の「からくり」が動く！
１～４年生玄関のからくり時計を動くようにセットし直しました。特に授業の邪魔にも

ならず、１時間毎に作動しています。朝８時には昇降口にいる子たちが楽しそうに見つめ
ている姿もありました。おだやかな感じです。残念ながら、他の時刻は授業中であること
がほとんどです。学校にいらした折りに音が響いてくるかもしれません。どうぞご覧にな
ってください。

※第７号から間が空いてしまいました。少しずつでも本校の様子をお伝えします。
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中野区立南台小学校 令和 元年１１月２９日（金）

南台 校長室だより
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展覧会での「南台の連携教育」
本日から第２回展覧会です。テーマは「想いよ つながれ！」です。この展覧会という

行事にも本校の特色「連携教育」を意識した取り組みがあります。ご鑑賞の際にご覧いた
だき、可能なものは是非、ご参加ください。「南台の連携教育」にお力添えをください。

学校学年共同の取り組み・学年を越えた取り組み
個人作品に加えて、全校共同作品、学年共同作品があります。全員が取り組んだＴシャ

ツが体育館のギャラリーをつないでいます。学年の共同作品はそれぞれがまとまりがあり
ますが、６学年分がそろってひとつのものになっています。正門から昇降口、廊下、体育
館をつないでいます。更に、学年を越えて、メッセージを送る取り組みをします。どの学
年のどの作品に心を動かされたか…、とても楽しみです。

「あこがれ」をはぐくむ保幼小中連携と地域作品
関係の保育園、幼稚園の年長児の皆さんと南中野中が地域作品コーナーに作品して下さ

っています。併せて、本校との連携先である中野特別支援学校、日本ヴォーグ社、紙千代
倶楽部、そして地域の皆さんの出品、さらにＰＴＡサークルも出品しています。毎年展示
して頂いている中学生の作品は、展覧会の年はこのコーナーへの展示です。児童にとって
は「あこがれ」のような作品だと思います。日頃、６年生との交流連携が多いですが、今
回は全児童が鑑賞することのできる機会です。保育園幼稚園や中野特別支援学校等の作品
は、わたしたち教職員も含め、その連携先の理解にもつながります。
いくつかの保育園幼稚園の年長児が、まとまって鑑賞に来校します。本校児童の作品を

見る中で、保育園幼稚園児に小学校生活への期待や「あこがれ」をはぐくみます。体育館
の中では自然な交流も生まれることでしょう。１年生の教室での学習の様子も見学しても
らいます。園児の来校は、本校児童、特に１年生には小学生としての自覚をはぐくむこと
にもつながっています。園長先生方をはじめとした日常の各園のご協力に感謝します。

ボランティアの活躍と交流
４年生以上の児童有志が、装飾ボランティアとアートガイドボ

ランティアで活動しています。これも学年を越えた交流がありま
す。２９日の朝、正門に立て看板を自ら立てました。とてもうれ
しそうな、そして誇らしげな顔が印象的でした。ガイドでは放課
後、教職員がお客役になり、練習を行いました。本番では、地域
・保護者の方をご案内します。皆様誘い合ってお越しください。
また、メッセージコーナーには地域、保護者の方も参加ができますので是非お願いします。

指導の意図の理解と後押しが、一番！
行事での最も強い「連携教育」は、やはり保護者の皆様の展覧会に向けた指導の意図の

理解と子供たちへのかかわりです。是非、お子様の作品のよさをその制作の過程を思い浮
かべながらとらえ、認めほめてください。指導を担当した教諭がいれば、話なども聞いて
頂けると様子もよく分かるかと思います。また、図工ボランティアでの力添え、本当にあ
りがとうございました。ここでも学校の理解を深めていただけたかと思います。感謝です。
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中野区立南台小学校 令和 元年１２月 ４日（水）

南台 校長室だより
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本校の特色 「連携教育の南台」
展覧会にご来校いただきありがとうございました。子供たちの作品を認めて下さるメッ

セージコメントに子供たちも心躍らせていました。また、アートガイドボランティアの児
童の活動時間に合わせて鑑賞に来て下さる方も大勢いらっしゃいました。片付けの日にも
図工ボランティアの保護者の方が来て下さり、１日で通常授業の形に戻すことができまし
た。お心寄せに深く感謝申し上げます。共に育てる意味でも大変ありがたいことでした。

「地域コミュニティの核となる学校」を目指す「連携教育」
本校の特色の一番は、「地域コミュニティの核となる学校づくり」の基づく様々な連携

教育の推進です。「連携教育の南台」と言うフレーズも保護者・地域の方からいただきま
した。展覧会でも図書ボランティアに続く、今回の図工ボランティアや地域作品展示、児
童ガイドによる交流、メッセージコーナー等かかわり合いを促すポイントを設けています。
保幼小中連携教育でも自然なかかわり合いが年々進んでいます。日常的な交流は各園方

の顔と名前の一致する関係をはぐくんでいます。今回、保育園の年長さんが、本校の図工
専科に「河合先生、また来たよー。」と声をかけていたようです。とてもうれしいこと

特色化のキーワードは、「地域」と「学校への心寄せ」
教育活動の特色化のキーワードのひとつに「地域」や「学校への心寄せ」があります。
１１月１６日に式町 水晶（しきまち みずき）さんをお

招きして、バイオリン演奏とお話の会を設けました。式町さ
んのご厚意によるもので、今年度はなるべくたくさんの方に
聴いて頂けるようにと学校公開日に設定しました。昨年度か
ら、本校校歌「進め！南台小学校」を演奏、みんなで歌って
います。２年生以上は昨年のことを覚えていてとても楽しみ
にしていたようです。式町さんには、「南台小のおなじみ」
になっていただきたいとも考えています。それは、式町さん
の「学校への心寄せ」を感じるからです。昨年度は、「東日
本大震災のこと」や「いじめ」のことについて、本年度は「夢へのチャレンジ」について
語っていただいています。ありがたい限りです。

（裏面に保護者の皆さんからのご感想を一部掲載しました。）
１２月１２日には、６年生が元女子レスリング世界チャンピオンの成國 晶子（なりく

に あきこ）さんと運動を通して交流します。成國さんは本校の学区域、南台在住です。
地域にお住まいのアスリートとの交流です。１月以降に全学年が交流する予定です。この
交流も昨年度、地域の方からの紹介で実現して継続していることです。

かけ算九九検定を全校体制で・・・
２年生が「かけ算九九」の学習に入っています。保護者の方も経験があると思いますが、

反復練習が必要です。学級担任も日常化を図り、ご家庭でも取り組んでいただいています。
さらに、寺子屋南台他では、必要な児童に定着を図っています。全校体制で取り組み、給
食の準備中にも聞いたりしています。最後になったら、校長室でも受けようと考えていま
す。５の段、２の段・・・時には、「７の段、逆」ということもあります。



式町さんのバイオリンに合わせて、校歌、パプリカを歌えて楽しかったようです。花束を渡しお礼
の気持ちを伝えられたことがうれしかった。また、式町さんの話を聞いて、自分も夢に向かって頑張
れると話していました。演奏もお話もとてもよかったです。

１～３年生に向けての講演会を拝見しました。文字通り、血のにじむ努力の末に夢を叶え、今も
なお様々なことにチャレンジし続ける式町さんの姿に多くのことを学ばさせていただきました。そして
何より素晴らしい演奏に楽しい時間を過ごさせていただきました。式町さんの活き活きした表情と
子供たちのキラキラした瞳がとても印象深かったです。

３月の時には、今の４年生の孫が感激して帰ってきて、私に伝えてくれました。よい音楽が子供た
ちの心に深く残っていくことは感性を育てていくことで、とても大事なこと。私も今回、生で聞かせて
頂き、感激です。このような企画をしていただきありがとうございました。

式町さんの演奏を初めて拝聴しましたが、とても繊細でありながら、力強い響きに感動しました。
弓や弦を弾き、音楽を楽しみ、また、人を楽しませる姿は子供たちにも印象強く残ったと思います。
この時期、冷える体育館ですが、それを忘れるほど胸が熱くなりました。素敵な機会をありがとうご
ざいました。

我が子にも聴覚にハンディがあるので、式町さんのようにハンディを持ちながらも努力されて活
躍されている方に出会うことは親子共に励まされる思いです。演奏もとても素晴らしかったです。

”すごい”と思います。持病にもかかわらず、夢を持ってプロバイオリニストまで頑張ってきた式町
水晶さんは想像以上の努力をしましたね。上手な演奏で子供たちを楽しませてくれてありがとうご
ざいます。感心しています。

子供たちのためになる素晴らしい講演だった。講演中の子供たちの反応、講演後に積極的に手
を挙げて感想を述べる子供たちの様子を見て、南台小は素敵な小学校なんだなと感じた。

式町さんは素晴らしかった。He was very positive and energetic , and obviously lo
ves music and performing. We all really enjoyed his concert.

バイオリンの演奏はもちろんのこと、お話もとても楽しくあっという間のすてきな時間でした。わた
しは初めて見学したので驚きましたが、子供たちは２回目ということで、定期的にこのような機会が
あるのは、とてもよい経験になると思います。

演奏やお話、子供たちの興味を引き出していてすごいなと思いました。出来なかったこと、苦手
だったことをあきらめないで頑張れば少しずつでも出来るようになったこと。子供と自宅に帰ってか
ら話をしました。とても素敵な講演会でした。

本物の音楽を直接聞くことができるのは、子供たちにとってとても貴重な機会となると思います。
プロの音楽家やスポーツ選手など様々な方々とふれ合える機会がたくさんあると良いなと感じまし
た。ありがとうございました。

低学年、高学年とも参加させていただきました。低学年、反応がとてもかわいい！！ しずかちゃ
んは、私もうれしくなり、長年の疑問がひとつ解決しました。高学年、真剣に聞いていながらも早ワ
ザのところでは、「お－っ」と目が輝いていました。お友達を大事にしましょうのお話は家族団らんの
話題になりました。

演奏とお話であっという間の４５分間でした。児童をあきさせないお話と演奏により、保護者の
方も楽しんでいる様子でした。非常に楽しい時間でした。子供たちの興味を惹きつける話題選び
やパフォーマンスの中に式町さんの人生に対するどこまでも前向きな姿勢と強い意志を感じること
のできる素晴らしい授業を受けることができ感謝しております。
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令和２年度に向けて
間を置いての年明け、久しぶりの発行になります。新型コロナウィルスへの対策・対応

について地域、保護者の皆様には様々な面からご理解、ご協力いただきありがたく思って
います。不確定な情報を拡散するようなこともなく、噂や風評に惑わされることもなく、
子供たちに接していただくこと、今後も冷静な対処を続けていただくことをお願いします。
昨日のお便りにも書きましたが、ここ３０年の中（わたしが経験した中）で、最も特別

な対応だと思っています。８日までと期限が切られていることですが、学校としては中野
区教育委員会の方針に従って、対策対応を進めていきます。

「ボランティアマインド」から「地域に貢献できる力」を
開校から３年、教育目標「地域に生きる南台の子」のもと、「地域コミュニティの核と

なる学校づくり」を進めてきました。３年間の積み重ねの中で、ある程度安定した教育活
動が進められるようになってきました。地域の支え、保護者の方々の理解、そして教職員
の常なる努力があったからだと考えています。様々な方々の本校への心寄せを感じること
も多く、たいへんありがたく思っています。このことは児童にも伝わっていて、地域も含
めた様々な場面で子供たちが積極的に参加、活躍するようになってきました。周囲の方々
の支えの「ボランティアマインド」が児童の「ボランティアマインド」につながっている
のだと思います。
そんな中で、令和２年度は校舎移転の年に当たります。旧多田小から引き続いて、南台

小で３年間活用したこの校舎とのお別れの年です。現在、様々な地域、保護者、関係諸機
関との連携が進んでいます。この連携の充実により、安全安心が守られています。（不審
者情報がほとんどありません。）また、地域を活用した教育活動の充実が図られています。
（「地域ふれあい学習」の人財に苦労することがありません。）
移転後の状況を鑑みながら、さらに連携を広げ、深める中で、これまで以上に安全・安

心が守られ、教育活動の充実が図られるようにしていくことが命題です。そして東京オリ
ンピックパラリンピック２０２０競技大会の年でもあります。先に触れましたが、「連携」
と「ボランティアマインド」をキーワードに２０２０学校レガシー（地域・学校レガシー）
を構築し、移転後の教育活動に生かしていくことが求められていると考えます。
そして、子供たちには、将来「地域社会に貢献できる力」を身に付けていって欲しいと

願っています。

来年度の児童数と学級数（２月末日現在）

学年 新１年 新２年 新３年 新４年 新５年 新６年 合計

児童数 ８３ ８０ ８３ ６７ ７２ ６３ ４４８

学級数 ３ ３ ３ ２ ２ ２ １５

新１年、新２年は３５人学級対応なので３学級編成です。今後、転出の予定がある方は
必ず担任までご連絡ください。また、その可能性のある場合も同様にお願いします。
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臨時休業への対応
新型コロナウィルスへの対策・対応について、中野区教育委員会が３月２日（月）午後

から１３日（金）までの区立全小中学校、幼稚園の臨時休業を決定しました。
学童クラブは開所していますが、児童館、キッズプラザ他の区の施設は閉館されます。

感染の拡大を防ぐための措置とはいえ、２週間の間、子供が家で過ごすことは、保護者の
皆様も対応が大変なことと拝察します。感染防止による児童の安全と健康維持が最大の目
的でありますので、お子様の外出を避ける中で生活リズムを整える等、ご配慮、ご理解、
ご協力をお願いします。

しっかり学んでいる子供たち～卒業式・修了式
今回の対策、対応により子供たちが楽しみに準備してきた行事が実施できなくなってし

まったものがあります。その中でも、どの学年もしっかり学習も進めています。「先生と
遊ぶ会」を計画していた６年生はその分、先生たちに手紙を書いてくれました。また、「学
校にお返し」として、２８日には奉仕活動を進めていました。
この６年生の門出となる卒業式は中野区として実施する方向で考えています。来賓は参

列せず、卒業生、教職員、保護者の方での式を予定しています。６年生にはお知らせを配
布していますが、保護者の方の参列は２名に制限させていただくと共に、５年生の参列も
見送ります。どのような形で実施できるか学校としても検討を重ねていきます。
修了式も実施方法を変更しながら行う予定です。（参加予定は１～５年生）卒業式と修

了式の日に通知表を渡せるように準備を進めています。

家庭学習について
家庭学習についての全学年を対象としたお知らせを配布しています。他学年の内容もあ

りますが、参考にしていただければと思います。普段、テストとして活用しているワーク
も課題とさせていただいています。予習になるものもありますので、教科書を見ながら取
り組んでみることもよいかと思います。
学年からのお知らせがある場合、「学年だより」を発行し、ホームページに掲載します。

中止になった「保護者会資料」も同様です。掲載した場合に、情報配信システムで掲載の
旨をお伝えします。

学校の相談体制
通常と同じように教職員は勤務をしています。自宅勤務、時差勤務、オフピーク通勤も

行い、不要不急の外出や会合を避け、不特定多数の集団にならないようにしながら、健康
保持と感染症予防対策をします。日直を置いて、窓口を設けると共に、学童クラブとも連
携を図り、感染症の全般状況と児童の様子の把握に努めます。
しっかり学んでいる子供たちですが、先行きが見えないことによる不安もあると思いま

す。これまで経験したことのないような対策・対応ですので、新たな課題が出てくる可能
性もあります。
子供たちには、臨時休業中に困ってしまったら、学校を頼り、迷わず学校に連絡して相

談するように伝えています。保護者の皆様のご相談もお受けしますので、お連絡いただけ
ればと思います。
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臨時休業中の様子と連絡
３月２日（月）午後からの臨時休業に入る際には、突然のことにもかかわらず、保護者、

地域の皆様にはご理解、ご協力をありがとうございます。
２日の下校時には、たくさんの保護者の方々が迎えにきていただいた上に、下校時に見

守りや声かけまでしていただき深く感謝申し上げます。
３日に地域巡りを行うと気分転換に散歩したり、家の前で素振りをしている子供と出会

いました。公園にも子供たちは訪れているようです。公園のマナーについては大切にして
欲しいと思います。開所している学童クラブ（新山、多田）も訪問しました。多田学童ク
ラブには４０人ほどの子供が来所し、お世話になっていました。早速館長と相談し、気分
転換に校庭を活用することを決めました。健康観察をしながら、午後から多田学童クラブ
が校庭で過ごしています。各ご家庭での対応も大変だと思います。子供たちには、臨時休
業中に困ってしまったら、学校を頼り、迷わず学校に連絡して相談するように伝えていま
す。保護者の皆様のご相談もお受けしますので、お連絡いただければと思います。

卒業式・修了式等の行事について
中野区として決まっていることは次のことです。
①規模、時間、内容を縮小して実施する。
②来賓は招かない。 ③保護者の参列は２名までとする。

この他の対応ですが、再度検討した結果、１６日以降の休業対応の決まる１１日に決定
しようと思います。（５年生の参列も含めて）どのような形で実施できるか学校としても
検討を重ねていきます。修了式や延期になっている６年生を送る会等も含めて１１日に方
向性を出します。入学式は予定通り行いたいと思っていますが、子供たちと準備をする時
間がとれていないので、様々な想定を考えています。
既に音楽隊通信には掲載しましたが、残念ながら音楽隊卒業コンサートは中止です。行

事は中止ですが、今回の対応が落ち着いたところで、新たな方法も考えていきます。

連絡事項
①４月の保護者会について
日時について問い合わせをいただきました。既にホームページに掲載しています。お

時間をつくってご出席をお願いします。
４月１４日（火）１４：００～ ２，４，６年生
４月１６日（木）１４：００～ １，３，５年生

②教科書の扱いについて
今回の対応に伴い、新年度に改めて前学年の学習を進めることを考えなければなりま

せん。１６日以降も臨時休業が続くことがあっても現在の学年の教科書を処分すること
のないようにお願いします。

③保護者会資料について
令和２年度の行事・教育活動等については既に配布し、ホームページにも掲載してい

ます。１６日以降の行事を組み直したところで、学校全体で集約して発行します。
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ホームページ閲覧の御礼
３月１１日（水）、区教育委員会決定により、臨時休業の継続が決まりました。同時に

明日、１７日より希望者による学年別学習を行います。このことについて、お手紙を作成
し、ホームページに掲載しています。毎週、学級担任が電話連絡と家庭訪問で子供たちの
生活状況を確認しています。その際にホームページ閲覧のお願いもしていますが、大変よ
く見ていただいているようでありがとうございます。今後もホームページと情報配信シス
テムの活用による必要な情報提供に努めます。
教職員が地域巡りを行っている中、公園でも約束事やマナーを守って過ごしているよう

です。学童クラブで過ごしている子は、午後の遊び場開放に学童クラブの方が引率してき
ています。出退時や地域巡りの際に保護者の方の何人かとお話しする機会がありましたが、
学習の計画を立てて、リズムを大切に過ごしている子がいます。一方、飽きてしまって気
分転換も必要な子もいるようです。
明日から希望児童による学習指導を行います。長い時間ではありませんが、臨時休業中

のこと、個別の課題、必要に応じた行事の練習、個別の相談等を行います。校庭で遊んで
の気分転換もしようと考えています。学級担任は教室で子供たちを迎え、一緒に過ごしま
す。校帽をかぶり安全に気をつけての登校をお願いします。検温による健康観察、できる
限りのマスク着用、うがい手洗いの励行を行い、健康と安全を大切にしながら対応します。
各ご家庭での対応も大変だと思います。臨時休業中、お困りのことがあれば、学校を頼

り、迷わず学校に連絡して相談してください。教職員は勤務しています。

卒業式＜3月24日（火）10時開式＞について
規模、時間を縮小して実施します。現時点で次のように考えています。
①式中は全員のマスクの着用を基本とします。 ②来賓は招きません
③ご家族の参加は２名までです。 ④保護者の方は下足のまま体育館に入ります。
⑤祝辞、祝電等は読み上げません。 ⑥写真撮影は実施する予定です。
⑦５年生は希望者の登校日とします。式には参加せず、６年生を見送ります。

※今回の対応について、ＰＴＡ卒業対策委員の皆様には大変なご理解をいただいてい
ます。６年生保護者の皆様には、既にＰＴＡメールでＰＴＡ卒対費の集金について
連絡があったと思います。どうか、皆様のご協力をお願いします。
＜ＰＴＡ卒対費集金日 ３月１８日（水）16：30～17：30 中央昇降口＞

修了式＜3月25日（水）＞について
規模、時間縮小して、実施します。現時点での時間は次のように考えています。
１，３年生 １０：００～１１：００ ２，４年生 １０：３０～１１：３０
５年生 １１：００～１２：００ （１～４年生は放送、５年生は学年で実施）

○卒業式の６年生は当日不参加でも、後に卒業証書をお渡しすることで出席扱いとします。
○卒業式の５年生、修了式の１～５年生は、臨時休業期間中の登校日の扱いとしています。
不参加でも、欠席にはなりません。不参加の場合、通知表「あゆみ」は個別にお渡しし
ます。
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中野区立南台小学校 令和 ２年 ３月２３日（月）

南台 校長室だより
Ｎｏ．１６
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子供がいてこそ学校
１７日から希望者による学年別学習が始まりました。学年別の学習といっても、健康観

察や連絡、持ち物の持ち帰りもあり、何より子供たちが休業中にどのように過ごしている
のかを担任が確認したり、これまで会えなかった友達と会ったりという時間を大切にして
います。
突然の休業で、子供がいなくなった学校は若干、閉塞感も漂っていましたが、希望者の

登校が始まって、担任の先生や友達と休業中のことや家で過ごしている様子をお話をした
り、校庭で一緒に遊んだりする中で笑顔で過ごす子供たちを見ながら、やはり「子供がい
てこそ学校」だと改めて感じています。午後２時からの校庭での遊び場開放にも学童クラ
ブを始め、体を動かしに来る子がいます。どうぞご活用ください。
これまでもお伝えしていますが、各ご家庭での対応の中、この臨時休業中、お困りのこ

とがあれば、学校を頼り、迷わず学校に連絡して相談してください。教職員は勤務してい
ます。

あたたかく包み込むような卒業式に…
実施が心配された卒業式、規模を縮小しますが、実施できてよかったです。６年生は１

７日からの登校日の中で練習を重ねています。できる範囲での練習ですが、５１名の仲間
を互いに大切にしながら「やさしくおだやか」に進んでいます。
座席の間を空ける関係で、５年生は式に参加することはできませんが、登校日の間に演

奏する予定だった「威風堂々」と「栄光への架け橋」を録音してくれました。５年生演奏
のこの曲を流して入退場します。式中はマスク着用です。門出の言葉も歌もマスク着用で
行いますが、周囲との間隔が離れる証書授与はマスクを外して行います。
式後、写真撮影を行い、６年生の合奏を披露します。この間も基本的にマスクの着用を

お願いします。門出送りには５年生の希望者が参加します。校庭で「栄光の架け橋」を演
奏して送り出します。規模を縮小し、様々な対応をする中での卒業式ですが、卒業生のた
めにできる限りのことを行い、あたたかく包み込むような気持ちで実施します。

各学年進級へのステップ！ 修了式
放送も活用しながら、１～４年生には、各クラスに出向いて、代表児童に通知表「あゆ

み」を渡します。修了式という節目を大切にしながら、ひとつ上の学年に向けての気持ち
をもって欲しいと願っています。
１～４年生の終了後、５年生だけは体育館で学年で行います。教職員も全員参加し、５

年生と共に実施します。様々な面で学校を支える最高学年、６年生へのステップにしてい
こうと考えています。

先の見えない中ですが、新年度の準備も進んでいます。始業式は予定通り行う計画です。
８：１５までに学校に着くように家を出るようにしてください。入学式は残念ながら２年
生の歓迎の出し物はできません。新６年生も代表児童のみ参加の可能性もあります。来賓
の参列や保護者の方の参加人数も不確定です。

※地域の方からラジオ体操のお誘いがありました。毎朝６：３０～ ささのは公園 です。
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中野区立南台小学校 令和 ２年 ３月２６日（木）

南台 校長室だより
Ｎｏ．１７
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前例のない卒業式
あたたかく包み込む卒業式

２４日の卒業式は、前例のない卒業式となりました。参列者の式中のマスク着用、保護
者の方はご家族２名までの人数制限、規模、時間も縮小しての実施でした。卒業生は１７
日の希望者による学年別登校が始まってから５１人全員が参加、しっかりと証書を受け取
り短い練習時間で見事に思いを伝えていました。
保護者の方々にも大変なご理解をいただき、２名までの人数、検温や消毒をしっかり対

応頂きました。学級毎の保護者席にすわり、写真撮影まで静かに穏やかに過ごしていただ
き、移動する場面ではスピーディにご協力いただきました。ＰＴＡ卒業対策委員の方を中
心に学級担任、副担任へのねぎらいと感謝の場面も設けていただき、本当にありがとうご
ざいました。卒対の方々は様々な想定を考えながら卒業式実施の決定までを見守ってくだ
さいました。学校が卒業式の詳細をしっかり検討するお時間をい
ただいたと思っています。感謝申し上げます。
門出送りでは、教職員と保護者の方でアーチを持ち、登校した

５年生の希望者が「栄光の架け橋」を生演奏して卒業生を送り出
しました。みなみ児童館の竹之内館長、堤さん、北原さんの３名
の職員の方が来校、一緒に門出送りに参加して下さいました。子
供たちも先生たちもとても喜び感激していました。実は、卒業式
前日、みなみ児童館から模造紙大の大きさのメッセージが学校に
届きました。教室掲示用と体育館入り口用に３枚ありました。来賓として参列ができない
ということでのプレゼントでした。卒業生教室廊下には、５年生からのメッセージと共に
掲示しました。
前例のない卒業式でしたが、卒業生を大事にあたたかく包み込むような卒業式になりま

した。卒業生は前を向いて巣立っていきました。中学校での活躍を願っています。

放送での修了式
卒業式の余韻の残る最終登校日、担任の先生は黒板にメッセージを書いたり、教室で出

迎えたり、子供に渡す「あゆみ」に添える言葉を考えたりしながら節目を迎えました。１
～４年生は、放送での実施でしたが、各クラスでしっかりと代表児童が「あゆみ」を受け
取ってくれました。体育館で行った５年生、卒業生が巣立っているので、この日から最高
学年「南台の顔」です。

新年度～現在の予定 ※春季休業中の遊び場開放は、９：００～１７：００です。
始業式→例年通り実施 ４月 ６日（月）８：１０登校
入学式→ご家族２名までマスク着用での参加 ４月 ６日（月）１０：３０開式

来賓参列なし ６年代表児童２名参加 他の６年生は開式前に１０：１０下校
給食始→４月１３日（月）全学年 ４月 ７日（火）～１３日（金）給食なし午前授業

学童クラブ児童は給食なしの期間中、持参のお弁当を食べ、学校で過ごします。
その後、2年生以上は下校、1年生はお迎えを待ち、学童クラブに向かいます。

※昨年度に引き続き、連携先である（株）日本ヴォーグ社様が、卒業のお祝いに押し花の
飾り」の展示をしてくださいました。ありがとうございます。


