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何を学んできたかを推し量る休業期間
授業も修了式も卒業式も，
「新型コロナウイルス」
という前例のない事柄に大きな変更を強いられ，次
の学年につながる大切な時間を奪われることになっ
てしまったことは，本当に残念でなりません。
しかし，
「一見不幸に思えることでも，すべてが必
要であり，振り返ればベストのタイミングで起こっ
ている」と語った著名人がいるとおり，今回のこの状
況を，どのように「必要なこと」とするかは，人の考
え方ひとつだとも思うのです。
卒業式，そして，今日の修了式で子供たちに話した
ことは，今回のコロナウイルスのことで，
「自分の健
康や命は自分で守る」ことの大切さを学べたこと。そ

つかの間の学校を味わう分散登校

八雲小

校長 小野俊英

して，
「自分だけではなく他の人のことも考えて，自
分を律することの大切さ」を学べたのだということ
でした。
この二つは，普段から集団で生活する学校におい
て重要なこととして繰り返し指導してきていますが，
その学びを生かす場そのものであったと思うのです。
また，学校で学習ができない時間を，子供たちがど
のように有意義に使うか。それは，子供たちの自主性
を育てる取組や，
「自主学習ノート」として自ら学び
を見つけることを教え続けてきた私たち教員の指導
の成果が出る場面でもあります。
中には昼夜が逆転してしまっている子もいること
も聞きます。半面，お父さんに問題を作ってもらって
打倒お父さんを目標に勉強したり，お手伝いをして
ほめてもらったと語る子もいたり，普段できない円
周率の丸暗記に挑戦している子もいたり。そして，学
校の消毒に雑巾を使っていることをＨＰで知り，雑
巾を一生懸命に手縫いして届けてくれた子もいます。
この臨時休業期間が，いろいろなことができなく
なってしまった「残念な期間」になるのか，多くのこ
とを学び，いろいろなことに挑戦できる「貴重な体
験」とするのか。その違いは大きいのです。
私たち教職員は，こういう逆境こそ，たくましく乗
り越えることのできる子供たちを育てていかなくて
はならないと，改めて思うのです。
そして，そんな未曽有の事態でも，子供たちのため
に協力して取り組んでくれる本校職員には，感謝と
ともに，頼もしささえ感じるのです。

卒業証書授与式を実施
３月１９日（木）に第１１２回卒業証書授与式を実施しました。新型コロナウイルスの影響で卒業生と教
職員のみの参加となりました。練習がまったくできなかったのですが，当日の説明のみでしっかりとした態
度で臨み，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。

◇転出される先生方
教諭

○○

～ お世話になりました～

○○
【退職】

教諭

○○ ○○
【○○小学校へ】

教諭

○○ ○○
【○○小学校へ】

子ども達の元気な声と新校舎
建築の槌音高くこだまする７年
前に着任致しました。新旧両方の
校舎で仕事ができたことは，私に
とって大きな大きな宝物です。７
年間，子ども達，先生方，地域の
皆さんのお蔭で，沢山の思い出が
できました。「無終の理想 前に
あり」の言葉を忘れず，次の場所
で更に努力を重ねてまいります。
ありがとうございました。

明るくて素直な子どもたちに
囲まれ，充実した毎日を過ごす
ことができました。素敵な５年
間になったのは，いつも温かく
見守り，支えてくださった保護
者の皆様や地域の方々のおかげ
です。八雲小学校での経験を生
かし，次の学校でも頑張りたい
と思います。本当にありがとう
ございました。

八雲小学校の子供達の素直で
明るい笑顔に支えられ，充実した
６年間を過ごさせていただきま
した。振り返ってみると反省する
ことばかりですが，保護者の皆様
には温かい言葉とご協力をいた
だき，ありがとうございました。
八雲小学校での経験を生かし，新
しい学校でも子供達のために頑
張っていきたいと思います。６年
間，お世話になりました。

教諭

教諭

教諭

○○ ○○
【○○小学校へ】

八雲小学校では，たくさんの
ことを子どもたちから学ばせて
いただきました。いつも楽しく
授業をしたり，遊んだり，たく
さん笑ったりできたことは子ど
もたちのおかげであり，陰で支
えてくださった保護者の皆様の
おかげだと心から感謝しており
ます。今までありがとうござい
ました。

教諭

○○ ○○
【○○小学校へ】

小学校の先生としてのスター
トを切った４年前。不安や緊張で
押しつぶされそうでしたが，元気
で明るい子どもたちと関わるこ
とで，楽しく過ごすことができま
した。八雲小学校で過ごした日々
は，大切な思い出になりました。
いつまでも素敵な八雲小学校で
あってほしいと思います。４年間
本当にありがとうございました。

○○ ○○
【○○中学校へ】

子ども達をはじめ，保護者，地
域の皆様には大変お世話になり
ました。いつも温かいお言葉をか
けていただき本当に感謝してい
ます。八雲町に長い間お世話にな
っている私は，八雲の子ども達の
一助になりたい想いで日々取り
組んできました。大切な一生の思
い出ができました。八雲小で培っ
た経験を生かし，新天地でも更に
成長できるよう頑張ります。

○○ ○○
【○○市の学校へ】

八雲小学校の子どもたちは，元
気いっぱいで，
「あいさつ日本一」
を掲げて笑顔で挨拶をしてくる
パワーは素晴らしいです。素敵な
子どもたちと一緒に過ごせて幸
せでした。また新しい学校でも，
この１年の経験を活かし，子ども
たちのために精進していきたい
と思います。保護者の皆様のご支
援・ご協力に感謝いたします。短
い間でしたが，ありがとうござい
ました。

養護教諭

○○ ○○
【○○小学校へ】

「おはようございます！」と笑
顔いっぱいに挨拶をしてくれる
子どもたちが，大好きでした。子
どもたちの頑張っている姿は，い
つも私に元気をくれました。たく
さんの思い出を胸に，八雲小学校
での経験を生かしていけるよう，
次の学校でも頑張ります。保護者
の方々や地域の皆様にもたくさ
ん支えていただきました。本当に
ありがとうございました。

４月行事予定
6 日(月) 入学式・始業式・着任式
7 日(火) 3 時間授業(2～6 年)
2 時間授業(1 年)
8 日(水) 3 時間授業(2～6 年)
2 時間授業(1 年)
9 日(木) 通常授業開始
2 時間授業(1 年)
尿検査(4～6 年)
二計測(6 年)
10 日(金) 委員会①
2 時間授業(1 年)
尿検査(1～3 年)
二計測(2 年)
13 日(月) 4 時間授業（１年生）
1 年生給食開始
二計測(あおぞら)
14 日(火) 1 年生防犯教室
内科検診(2，6 年)

15 日(水) 聞き取り訓練
二計測(3～5 年)
16 日(木) 学力検査(2～5 年)→延期
二計測（1 年）
17 日(金) 授業参観・懇談①
ＰＴＡ総会
聴力検査(2 年)
20 日(月) 聴力検査(3 年)
21 日(火) 知能検査(2・4 年)
聴力検査(1 年)
22 日(水) 一斉下校顔合わせ
聴力検査(5 年)
23 日(木) 耳鼻科検診(2，6 年)
24 日(金) 3 時間授業 全校朝会①
尿検査(2 次)
27 日(月) 視力検査(4 年・あお)
28 日(火) 1 年生を迎える会
校外パトロール
30 日(木) 委員会 視力検査(3 年)

※詳しくは，新年度に出されるお便りでご確認ください。

異動は３月２６日が本来の発表日です。特例での許可をもらっ
ていますので，情報の取扱いにご注意ください。

