校

報

八

雲

小

学

校

＜学校教育目標＞
きたえる子 学ぶ子 思いやる子
＜重点教育目標＞
八雲の地で自ら取り組み、友と高めあえる子の育成
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36 年間の最後に
先日、本校の最高学年として頑張ってくれた 82
名の 6 年生が、学び舎を巣立っていった。
その、凛（りん）とした空気感に、
「うん、中学
校でもやってくれる。
」という安心感を覚えさせて
くれた。

立派に卒業証書を受ける 6 年生

毎年感じる、その学年のカラー。前向きに、そし
て楽しそうに取り組んでくれるこの子たちには
「みんなﾞでﾞ楽しく」をはなむけの言葉とした。
これからの中学校生活、楽しいことばかりでは
ない。いやなこと、嫌いなことの中にも楽しみを
見つけられる前向きさと、その楽しみを友と創り
上げることを大切にしてもらいたいと願いながら、
自身ﾞ最後となるﾞ卒業証書を渡した。
そして、今日、大きく成長し、たくましさを増し
た在校生に学年の修了証を渡す。この子たちが 6
年生となり卒業するときには、どんなカラーを持
って、どのように卒業していくのかを想像すると、
とてもわくわくとした気持ちになる。
さて、私事となるが、この 3 月をもって 60 歳の
定年退職となる。
今までにも何度か記したが、教職を目指すきっ
かけとなった高校の担任。教員を志すか否か悩ん
でいた時に出会った教育実習の時の子供たち。初
任のころに目標とした学年団の先輩教師。今まで
担任した子供たちなどなど、人生の節目に出会っ
た多くの方に、改めて感謝の念がわいてくる。
以前から、退職したらもう 30 年以上会っていな
い恩人に会いに行こうと決めている。その人は、
私が教員になって初めて受け持った 5 年生の学級
PTA の委員長である。
今思い返しても、新米教師の私の力の無さは恥
ずかしくなる。高まる保護者の不信感を受け止め
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児童・保護者と私との間をつなぎとめ、卒業式で
心から喜びあえて子供を送り出すことができた恩
人である。新米当時の私ができたことは、ただひ
たすらに一生懸命であることと、多くのアドバイ
スを真摯に受け止めることだけだった。
私はいつも思う。完璧な人間などこの世にはい
ない。そして、教員もその例外ではない。だから、
教師は常に、目の前の子供に一生懸命であり、多
くの意見を真摯に受け止める心を持ち合わせてい
ることが大切だと。人を教え導くことは自身の成
長無くしてなしえないのだから。そして、教師も
完璧ではないとすれば、それを引き上げる保護者
の理解と協力も不可欠であると。そのことをなし
えるのは、互いに受け入れる姿勢を持ちながら面
と向かって話す以外にないと。
36 年前、恩人が教えてくれたことだと思ってい
る。
あの頃の自分が今の自分に会ったら「少しはま
しになった」と言ってもらえる気がする。さて、恩
人は今の自分を見てなんと言ってくれるだろうか。

初めて担任した学級のレク（キャンプ）にて

明るく素直な子供たち。チームワーク抜群の職
員に囲まれ、教職最後の学校が八雲小学校で本当
に幸せであったと思う。
そして、子供たちに、
「ふるさと八雲」を少しで
も意識付けられたとすれば、私の 2 年間は意義が
あったのだろう。
校長 小野俊英 定年退職 退職後居住地：〇町
退職後の勤務先：〇〇〇〇〇〇
八雲町は本当に素敵な町でした。八雲小学校は私の誇り
でした。親の介護のため、八雲町居住を断念しました。２
年間本当にありがとうございました。

卒業証書授与式を実施
3 月 19 日（金）に第 113 回卒業証書授与式を実施しました。
卒業生 82 名。少ない練習でしたが、卒業証書を受け取る姿はとても立
派でした。これからのますますの活躍を期待しています。
おめでとうございます。

◇転出される職員の方々 ～本当にお世話になりました～
※ 学校長（小野俊英）は表面をご覧ください。
教頭 〇〇 〇〇
(〇〇〇〇〇〇〇〇へ校長として)
本当に楽しく充実した 3 年間でし
た。素直で前向きな子供たち、協力
的な保護者の皆様、学校を支えてく
ださる地域の方々、一丸となって取り
組む教職員、たくさんの愛情に支えら
れている八雲小学校で勤務できたこ
とに感謝の気持ちでいっぱいです。
新たな職場でも「通いたい学校、通
わせたい学校」となるよう、微力では
ありますが全力を尽くしていきます。
お世話になりました。ありがとうござい
ました。

１年１組担任 〇〇 〇〇
（〇〇〇〇〇〇〇〇学校へ）
雄大で美しい自然に囲まれた八雲
の町。その中ですくすくと育っている明
るく元気な子どもたちと過ごすことがで
きて、とても充実した５年間でした。学
習も遊びも全力投球の子どもたちの成
長の早さには、いつも驚かされてばかり
でした。子どもたちの更なる飛躍を次の
地から応援しています。保護者の皆様
には、様々な場面でご理解・ご協力を
いただきましたこと、心より感謝申し上
げます。５年間ありがとうございました。

あおぞら 5 組担任 〇〇 〇〇
（〇〇〇〇〇〇〇〇学校へ）
可愛い子どもたち、そして保護
者の皆様、地域の皆様に支えら
れ、思い出いっぱいの５年間を過
ごすことができました。素敵な出会
いに恵まれ、幸せでした。新しい地
でも、八雲での思い出を励みに、
頑張っていきたいと思います。今ま
で本当にありがとうございました。

２年３組担任 〇〇 〇〇
（〇〇〇〇〇〇〇〇学校へ）
一期一会。人と人の出会いは奇跡で
す。八雲小学校のみなさんと出会えて、
幸せでした。みなさんの何事にも一生懸
命に頑張る姿が大好きです。保護者の皆
様には、様々な場面でご理解・ご協力を
いただき、ありがとうございました。温
かいお言葉に背中を支えられていまし
た。６年間ありがとうございました。

２年１組担任 〇〇 〇〇

１年３組担任 〇〇 〇〇
（〇〇〇〇〇〇〇〇学校へ）
私は八雲小学校で５年間お世話にな
りました。素直で頑張り屋の子供達と、
温かく支えてくださった保護者の皆様、
地域の皆様に囲まれて、楽しく充実した
毎日を過ごすことができました。これから
は八雲を離れますが、子供達が更に活
躍することを祈念しております。本当に
ありがとうございました。

あおぞら 3 組担任 〇〇 〇〇
（〇〇〇〇〇〇〇〇学校へ）
檜山から転勤してきた私にとっ
て、渡島という地区で働くことは初
めてであり、とても緊張していまし
た。しかし、とても明るい子どもた
ちと様々な場面で協力してくださる
保護者の皆様のおかげで、充実した
３年間を過ごすことができました。
１年１年が大切な思い出となりまし
た。ありがとうございました。

公務補 〇〇 〇〇（退職）
七年間勤務させていただきました。私の
子供と同年代の若い先生方。孫のような
児童たち。毎日が楽しい日々でした。いろ
いろなものを作りました。きっと何十年後も
残っていることでしょう。十年後二十年後
に見に来たいと思っています。これから
は、地域の一人として、八雲小学校を応
援していきます。ありがとうございました。

書写専科 〇〇 〇〇 （退職）
少しでも、字がきれいに、よみやすくな
るように、硬筆、毛筆で学習してきまし
た。本当に楽しい八雲小学校の子供た
ちとの日々でした。「よいしせい」、「正し
い筆順」、「ななめにとん」を意識してこれ
からも学習をがんばってください。とても
期待しています。本当にありがとうござい
ました。

（〇〇〇〇〇〇〇〇学校へ）
元気で、何事にも一生懸命に取り組む
八雲小学校の子供達と過ごせたことを嬉
しく思います。保護者の皆様にも、様々
な場面でご協力していただき、本当にあ
りがとうございました。いつかまた、大きく
なった子供達に会える日を楽しみにして
います。４年間、お世話になりました。

４月行事予定
6 日(火)

入学式・始業式
着任式
7 日(水) 3 時間授業(2～6 年)
2 時間授業(1 年)
1 年生下校指導
（7 日～13 日）
8 日(木) 3 時間授業(2～6 年)
2 時間授業(1 年)
9 日(金) 通常授業開始
（2～6 年)
2 時間授業(1 年)
12 日(月) 2 時間授業（1 年生）
13 日(火) 1 年生通常授業開始
1 年生給食開始
16 日（金） ＰＴＡ総会
20 日（火） NRT 学力検査
（2～5 年)
22 日（木） 知能検査（2、4 年）
23 日（金） 全校朝会
※詳しくは、新年度に出されるお
便りでご確認ください。

お知らせ
各家庭にお配りしました、
Chromebook ロ グ イ ン 用 の

QR コードは、次年度も使用
支援員 〇〇 〇〇さん が 4 月から〇〇〇学校で勤務となります。
支援員 〇〇 〇〇さん
スクールサポートスタッフ 〇〇 〇〇さん
3 月でご退職されます。本当にありがとうございました。

します。引き続き、保管して

が

ください。

