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一年間ありがとうございました 
 先週の１２日（火）には児童会による６年生
を送る会が行われました。普段私達を見守って
いただいています子どもの安全を守る会の皆様
や学校評議員の皆様をお招きしましたが、大変
素晴らしい会でしたという感想をたくさんいた
だきました。心を込めた発表、聞く態度等に子
どもたちの成長が伺え、三学期の最後を飾るに
ふさわしい会になりました。  
 ３月１９日(火)の第１７回卒業証書授与式を
持って平成２４年度の２１０日に渡る塩田西小
学校の全教育課程が修了しました。 

 この一年間、保護者の皆様、地域の皆様のご

理解とご協力により全員が無事に進級、卒業で

きますこと、心より感謝申し上げます。 
ありがとうございました。 
 明日２０日(水)から４月３日(水）まで春休
みとなります。それぞれの学年のまとめと次の
学年への準備を行う大事な休みです。子どもた
ちが安全にまた充実した春休みを過ごせますよ
う、よろしくお願いいたします。 

転任される先生方の紹介 
宮川　まゆみ
　　　　校長先生

須坂市立豊洲小学校へ
校長先生として、本校の教育の中心となって、明るく楽しい学校
づくりを進めてくださいました。校長室を開放して、誰でもいつ
でもお話をしてくださいました。

塚田　香絵　先生 上田市立川西小学校へ
毎週毎週、学校のあちこちに花を生けてくださり、校舎内をとて
もすてきにしてくださいました。

小林　　健　先生 上田市立第一中学校へ
体育や児童会主任として集会や運動会の企画運営をしてください
ました。太鼓クラブの指導もしていただきました。

宮下　直哉　先生 飯田養護学校へ
音楽と家庭科の専科の先生として、楽しい音楽集会や調理実習、
家庭科の製作を進めてくださいました。

酒井　雄一　先生 上田市立塩川小学校へ
３年２組の担任として分かりやすくて楽しい授業をしてくださっ
たり、パソコンの調整などもしてくださいました。

飯嶋　広恵　先生 上田市立丸子中央小学校へ
１年２組の担任としていっぱい遊んでくださいました。また図工
の先生として作品コンテストにも応募してくださいました。

　６人の先生方、本当にありがとうございました。これからのますますのご活躍を祈念いたしております。運動会
や音楽会にはぜひおでかけください。

６年生を送る会 
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塩田西小学校 宮川まゆみ

本年度の登校日も、明日の卒業式を残すだけとなりました。この一年間、皆さんは一生
懸命に努力して 「自分の力をたかめること」が出来たことと思います。先ほど学年の代表、
で発表していただいた皆さんからも、その頑張りの様子がわかりました。
今年度は 『授業での約束』をみんなで決めて取り組んできました。皆さんは、何に力を、

入れて取り組んできましたか。

授業での約束
１ 先生の話や友だちの発表は、体や顔を向けて、黙って最後まで聞きます。
・ わかった！ 「はい！はい！」と自分勝手にしゃべりません。「 」

２ 手を挙げるときは、黙って挙げます。
・指名されたときは「はい」と返事をします。

３ 発表(発言)するときは、みんなに聞こえるような声で発表します。
・自分の意見には、理由をつけて発表します。
「私は○○と思います。理由は・・・・・・だからです 」。

４ わからないことがあったら、手を挙げて質問します。
５ 友だちの名前には 「さん（くん 」をつけて呼びます。、 ）

この５つの約束は、どれも簡単のようですべてをしっかりと実行するには、自分で意識
したり、努力しないとなかなかできることではありません。
毎日の授業の様子や、六年生を送る会などの行事の皆さんの様子を見ていると、指名さ

れたら大きな声で返事をしたり、自分の意見を理由をつけて発表できたり、全校の前で発
表するときも、マイクを持たずに大きな声で自信を持って発表できたり、皆さんの姿は先
生は素晴らしいなあと思いました。児童の皆さん一人ひとりが、努力してくれた成果だと
思います。
さて、あの二年前の３月１１、１２日の大きな地震の災害に対し、今年も児童会の皆さ

んが中心となり、全校の皆さんができることを考え、義援活動を行ってきました。浦里小
学校の皆さんへも、思いやりの気持ちを届けることができました。
こうして、みんな元気に学校に来られること、みんなが揃って給食を食べたり、学習を

したり、校庭で思いっきり走ったりすることができること。そんな当たり前のことに、感
謝しなければいけないと、今年も心の底からしみじみと思わされました。
先生は、避難訓練などのお話の中で「自分の命は自分で守る」ということをいつも話し

てきました。今年も交通事故に遭う人もなく、こうして元気に明日の卒業式を迎えること
ができ大変うれしいです。このことは、本当に先生にとって一番うれしいことです。皆さ
んが元気で今日まで過ごすことができたのは、第一に、全校の皆さん一人ひとりが、交通
安全に気をつけて生活してくれたからです。先生は、そんな皆さんに感謝します。それか
ら、家族の皆さんや の皆さん、そして地域の方々が、安全に見守ってくださったお陰PTA
です。心より「ありがとうございました 」と感謝の気持ちを言葉で表しましょう。。
うれしかったことはまだあります。それは、警察の方にお世話になるような問題もあり

ませんでした。
それから、塩田西小学校の学校目標「かしこく、やさしく、すこやかに」を目標に皆さ

んが努力した成果はたくさんあります。今日いただく通知表で確かめてみてください。
児童の皆さんにお礼を言いたいことがあります。それは、体罰について提出がすぐでと

ても忙しいアンケートでしたが、全員の皆さんが出してくれました。ありがとうございま
。「 、 」 、した げんこつがあったよとか 正座させられたよ ということをお友達の様子を見たり

自分を振り返ったりして素直に書いてくれた人がいました。書いてくれた人から、お話を
聞くこともできました。先生方とも話をして、いけないところは反省し、また、皆さんと
よりよい塩田西小学校をめざして頑張っていきましょうと気持ちを新たにしました。アン
ケートが無くても、心配なこと、困ったことがあったら、今回のように素直に教えてくれ
るとうれしいです。
さて、いよいよ明日は卒業式です。６年生の皆さんに 「感謝の気持ち」や「おめでとう、

の気持ち」を表す最後の日です。今まで一生懸命に練習してきた歌や呼びかけで、その気
持ちが表せるように、みんなで力を合わせて素晴らしい卒業式にしましょう。そして、１
年生から６年生の皆さん一人ひとりが 『一年間、私はこんなに成長しましたよ 』と自分、 。
の成長した姿を、お客様や６年生のお母さん、お父さんにも見ていただきましょう。
明後日からは、春休みになります。交通事故に遭わない、怪我をしない、間違っても火

遊びや万引きなどはしないで、楽しい休みにしてください。
そして、４月には新しい学年で、元気に登校してください。 終わります。



◇ 卒業式 式辞 ◇

桜の花のつぼみも日ごとにふくらみ、春の訪れを感じさせるよき日に、
平成二十四年度、上田市立塩田西小学校の卒業証書授与式を迎えることが出来ました。
本日は、ご多用中にもかかわらず、多くのご来賓の方々のご臨席をいただきました。高い席ではござい

ますが，厚くお礼申し上げます。誠に、ありがとうございます。
さて，卒業証書を手にした 四十八名の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
六年間の小学校の課程を修了した証である、卒業証書を手にした皆さんは、修学旅行、運動会、音

楽会、ふるさと体験学習・・・、とこの六年間のいろいろな思い出が、数々と浮かんできたことと思いま
す。
皆さんは、この六年間で多くのことを学び、身体も心も大きく成長しました。特にこの一年間は、最高学

年として、この塩田西小学校のリーダーとして活躍してくれました。ありがとうございました。そしてその活動
は、五年生が中心となり在校生全員が、しっかりと受け継いでくれることでしょう。
この六年間の成長は、当然皆さん一人一人の努力の成果であります。しかし、自分一人の力だけで

出来たわけではありません。それを絶えず見守り、育ててくださったお父さん、お母さん、そしてご家族の皆
様、また、安全に登校出来るようにと見守っていただいた地域の方々、このように多くの方々のお陰で成
長できたことを忘れないでください。
そして、今日はそのお礼の気持ちを素直に感謝する日でもあります。お世話になった皆様に「ありがとう」

の気持ちを言葉を添えてしっかりと伝えて欲しいと思います。
卒業生の皆さん、皆さんの連合音楽会での歌声は、今でも鮮やかな感動として、私の心の中で響い

ています。上田市の文化会館に響き渡ったあの「明日の空へ」の皆さんの思いは、会場の一番後ろで
聞いていた私たちにも、しっかりと伝わってきました。
講師の先生をお招きし、体育館で練習をしたその瞬間、皆さんの声はみるみる変わり、素晴らしい響き

に変わっていきました。もちろん、講師の先生をお招きする前の皆さんの歌声も、とてもよかったのですが、
先生が指導してくださるとおりに、皆さんの歌声はどんどん変わっていったのです。それは、皆さんの心の中
に、もっとじょうずになりたい、もっと歌いたいという素直な心と向上心があったからです。そして、その願い
や思いが、みんなでこの歌を作り上げようという誠実な取り組みになったのです。
誰一人と視線をずらすことなく、また疲れたと弱音を吐くこともなく、真剣に練習に取り組みました。『すご

い』と叫びたくなるほど、練習の姿を見ていた私たちにも、その張り詰めた緊張感が伝わってきました。講
師の先生の一言一言に、誠実にそしてまじめに取り組もうとする皆さんの姿が、ずっと途切れることなく続
きました。そして、どんどん変わっていく歌声に、涙が出る思いでした。
講師の先生は、「こんなに素直に受け入れてくれる子どもさんはいませんよ。まるでスポンジのように指

導したことがどんどん浸透していきました。素晴らしい子どもさんたちですね。」とほめてくださいました。それ
は、皆さんが一つ一つのことを誠実に受けとめ、努力した姿があったからです。
連合音楽会が終わり、会場から出て来られた講師の先生が、「素晴らしかったよ。びんびん伝わってき

ましたよ。」とほめてくださいました。私を含め、そこにいた塩田西小の皆さんが、大きな満足感を味わった
瞬間でした。こつこつと地道に、そして誠実に取り組んだ成果が、多くの人に感動として伝わったのだと確
信できた瞬間でもありました。
物事に誠実に取り組むくこと。それは生きていく上でとても大切なことです。あるアンケートによりますと、

日本人の好きな言葉ナンバーワンが『誠実』であったということが書かれていました。『誠実』とは、他人
や仕事に対して、まじめで裏表がない人柄、また生き方を意味しています。『失敗は成功の元』と言われ
ますが、私は『誠実は成功の元』と言うこともできると思います。人の話を誠実に聴き、一つ一つのことに
誠実に取り組んできた皆さんに、この『誠実は成功の元』の言葉を贈りたいと思います。
私たちの生活の中で、お互いに尊重しあい、互いに人権を認めあうことで、私たちの豊かな生活の保

障があり、心の安定が図られています。
相手の話に対し相づちをうったり、呼びかけに「はい」と返事をしたりすることが、人権を尊重するということ
なのです。挨拶や返事、それが相手の人を思う心遣いであり、相手の人権を守る基本なのです。
私は、校長講話でいつも返事や挨拶について話をしてきました。やはりそれは、人と人との関係を作る

基本だと考えているからです。皆さん一人ひとりの誠実な取り組みにこれからも期待しています。
さて、在校生の皆さん。先輩が築いてくださった思いやりの心を大切にした義援活動や、今年度の児

童会スローガン「みんなが仲よく活気あふれる塩田西小学校」の活動で築き挙げてきた伝統をしっかりと
受け継ぎ、さらに発展させるために、これからも小さな努力を積み重ねていきましょう。
最後になりましたが、保護者の皆様、お子様のご卒業、誠におめでとうございます。この六年間で立派

に成長されたお子様の姿をご覧になり、さぞお喜びのことと思います。今日まで本校にお寄せいただきまし
た温かいご支援・ご協力に対しまして、心から感謝と御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。
これからも、塩田西小学校を見守っていただき、側面からのご協力をよろしくお願い申し上げます。
さあ、卒業生の皆さん、いよいよ旅立ちの時が来ました。何事にも「好奇心」を持ち、そして誠実な取り

組みを大切にし、輝かしい未来に向かって、大きく羽ばたいてください。
ご来賓の皆様、地域の皆様、心に夢と希望があふれる子どもたち四十八名を、今後とも温かく見守

り、ご指導賜りますよう心からお願い申し上げまして、式辞といたします。
平成二十五年 三月十九日

上田市立塩田西小学校長 宮川まゆみ



  

 

 今回の調査につきましては、お忙しい中での緊急の調査にもかかわらず、大勢の保護者の

皆様にご回答をいただきましたこと、心より感謝申し上げます。 

 ご提出いただきましたアンケートは、校長と教頭が一通ずつ丁寧に読ませていただきまし

た。その結果、保護者の皆様からの「体罰」についてのご指摘はございませんでした。しか

し、教師の子どもたちに対する言葉が、暴力的であったり、説明の仕方が不適切であったり

するというご指摘が数件ございまいした。このことにつきましては、全職員に周知するとと

もに、関係の職員個々に伝えました。 

 また、子どもたちのアンケートに、忘れ物が多くて叱られてげんこつをもらった、授業中

騒いでいて座らせられたという指摘が数名の子どもたちからありましたので、その子どもた

ち一人ひとりと校長と教頭が話しを聞かせていただきました。その後、以前在籍していた職

員を含め関係職員に校長が話しを聞き、指導の状況を確認すると共に、子どもたちへの注意

の仕方等についてよりよいあり方を考えました。併せて、全職員に対しても子どもたちの声

を伝え、みんなで考えました。 
 今回の調査を機に、本校では体罰は絶対にしない、また言葉で子どもたちを傷つけないと
いう決意を新たにしました。 
 子どもたちから、また保護者の皆様や地域の皆様から信頼される職員集団を目指して精一
杯努力して参りますので、今後ともお力添えをよろしくお願いいたします。 

「体罰禁止に係る調査」の御礼とご報告 

４月４日 (木) ・始業式　入学式

５日 (金） ・２～６年生、給食開始　　・集団登校（～４月１２日）

・ＰＴＡ役員総会　１９：００～

９日 (火） ・１年生給食開始　　・避難訓練

１２日 (金) ・学校開放日（授業参観　１３：５５～１４：４０）　

・ＰＴＡ総会１５：２０～　　・学級懇談会１６：０５～

１４日 (月） ・校外学習下見（全校４時間授業）

１８日 (木) ・家庭訪問①（上手・院内・大湯・分去・野倉）

１９日 (金) ・家庭訪問②（東前山・西前山）

２２日 (月) ・家庭訪問③(八木沢・八舞・セレーノ八木沢・山田）

２３日 (火) ・家庭訪問④(手塚・新町・十人）

２４日 (水) ・６年生全国学力・学習状況調査

２５日 (木) ・児童総会

２６日 (金) ・春の校外学習

４月当初の行事予定 

ありがとうございます 

 八舞にお住まいで子どもの安全を守るボランティアをされている
荒川キヨさんより、昨年６月に続いて手作りの雑巾をいただきまし
た。ありがとうございました。 

 上田市消防団第１６分団長前島俊介様より「誘導棒」を１０本いた
だきました。運動会等の学校行事で校地内の車の誘導等に使わせ
ていただきます。ありがとうございました。 
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