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学校再開に思いを込めて

 

 堤防の桜は満開です。いつもの春と同じように、新年度の始まりを

祝ってくれているようです。日差しは温かくて、職員室の前の花壇で

は、アゲハチョウが羽化をしていました。当たり前の春の風景なのに、

そこに大事なものがありません。子どものいない校庭は、本当に寂し

いです。 

 ４月になっても、コロナウィルスによる新型肺炎の脅威はとどまる

ところを知りません。いつ、どこで、誰が感染するか分からない恐怖

を感じます。残念ながら、再び臨時休業が始まります。しかし、必ず

学校は再開します。それは、子どもたちはもちろん、多くの皆さんの

願いでもあるからです。子どもが元気に学校に来ることが、どれだけ大切なことだったか、そして、学

校がただの学習の場だけではなかったことを本当に実感しています。私たちは本来あるべき当たり前の

ような毎日を、全力で取り戻し、守っていかなければいけないと思っています。 

 命に代わる大切な物はありません。私たちはできるだけの対策を続けていきます。感染防止のために

例年のように実施できない活動もたくさんあります。それでも、子どもたちの成長を願って精一杯努め

ます。保護者や地域の皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 令和最初の卒業式と入学式 
 ３月２５日（水）令和元年度の卒業証書授与式を執り行いました。例

年とは違って、在校生は参加することができませんでしたが、卒業生一

人一人の新たな門出にふさわしい厳粛な式となりました。最後に卒業証

書を授与した卒業生の卒業者番号は、「３３８０号」です。創立１４７

年になる本校は、これまでに３３８０名の卒業生を送り出しているので

す。 

  そして今日、令和２年度の入学式で４２名の新入生を迎えました。こ

の子たちが卒業するとき、卒業者番号は、３６００号を越えています。

大藪小学校でたくさんのことを学び、たくましく成長して立派に卒業していけることを、心から願っていま

す。 

 

 手作りマスクを作ってみました 

 新聞に「手作りマスクの作り方」が載っていました。時間を見つけて一度作

ってみようと思い、子どもの裁縫道具から針と糸を取り出し、布きれを見つけ

て作業開始。新聞では、「３０分でできる！」とうたっていましたが、なかな

か思うようにはできません。最後のゴム紐を通すだけでも、試行錯誤の繰り返

しです。それでも、１時間半ほどかかって、見事完成！なんとかマスクの機能

は果たしそうです。 

 こんな時だからこそ、できることもあるのかなと思って挑戦してみましょう。 

                                                                     文責：内田 道伸 



◎お世話になりました                     ◎よろしくお願いします 

転出者 役職 新任校など  

 

 

 

 

 

転入者 役職 前任校 

牧谷 美紀子 担任 退職（４月からは仁木小学校） 谷本 真由美 担任 安八町立名森小学校 

藤澤 真弓 担任 瑞穂市立穂積小学校 松本 拓途 担任 新規採用 

山口 永一郎 担任 羽島市立小熊小学校 髙山 貴斗 担任 新規採用 

田中 亮 担任 養老町立養老小学校 髙岡 花菜 養教 海津市立大江小学校 

田中 眞弓 養教 退職（４月からは支援員） 近藤 沙耶香 通級指導 仁木小学校と兼務 

 

◎学級編制など 

吉田 広行 初任者指導 海津市立下多度小学校 

小野 壽子 英語専科 福束小学校と兼務 

 荒川 由紀子 支援員  

 全校児童 ２５９名 
 
のびっこ担任の廣瀬三恵が約１か月間学校を休むため、その

間、宗石惠好が担任を、荒川由紀子が支援員を務めます。 
 

新しいメンバーを迎え、これまでの伝統を大切にしながら 

新しい気持ちで、全職員力を合わせ、知恵を出し合って、 

学校の教育目標  
「よく考え 励まし合って やりぬく子」 

に向かって力を尽くします。ご理解とご協力をお願いします。 
 
 

◎４・５月行事予定  

 ※学校休業中に、担任が家庭訪問として、ご自宅の場所を確認に回ります。保護者との懇談は行いません。 

※学用品点検日には、筆箱の中に入っているものなどを確かめます。ふさわしい学用品がそろっているこ

とは、学習活動の基本です。日頃から家庭でも見届けをお願いします。 

 ※下校時刻は「４月の下校時刻について」（２月末配付）で確かめてください。２４日（金）は、授業参

観・ＰＴＡ総会・学級懇談会を中止としたため、１～２年は１５：１０、４～６年は１６：００に下校

します。 

学年・学級 男子 女子 計 担任名 

 のびっこ ３ １ ４ 廣瀬 三恵 

１年１組 １２ ９ ２１ 舛中 はるな 

１年２組 １３ ８ ２１ 谷本 真由美 

２年１組 １３ １０ ２３ 西脇 三栄子 

２年２組 １４ １０ ２４ 松本 拓途 

３年１組 １１ １４ ２５ 髙山 貴斗 

３年２組 １１ １３ ２４ 安藤 吉輝 

４年１組 ２０ １８ ３８ 鈴木 理英 

５年１組 １３ １０ ２３ 大島 瞳 

５年２組 １２ １１ ２３ 栁瀬 陽一 

６年１組 ２０ １３ ３３ 槌田 佳代 

校  長 内田 道伸 

教  頭 福井 美雪 

教務主任 近藤 法和 

生徒指導主事 栁瀬 陽一 

保健主事 谷本 真由美 

養護教諭 髙岡 花菜 

特別支援・教育相談コディ

ネーター 

廣瀬 三恵 

通級指導 近藤 沙耶香 

若野 美加子 

英語担当 山中 美咲 

小野 壽子 

事務主任 水谷 益子 

支援員 坂 美千代 

支援員 宗石 惠好 

支援員 富田 晶子 

支援員 足利 由衣 

支援員 辻井 美幸 

支援員 田中 眞弓 

支援員 荒川 由紀子 

ALT   シェイ 

ALT ケンジ 

初任者指導員 吉田 広行 

図書館司書 近藤 なるみ 

校務員 吉田 三津子 

  【４月】 

２０日（月） 学校再開 一斉下校１５：１０ 

２９日（水） 昭和の日 

 ＊眼科検診・耳鼻科検診等の各種検診を延期します。 

【５月】 

  １日（金） 安八郡教育研究会のため４時間授業 

       一斉下校１４：００ 

 ３日（日） 憲法記念日 

 ４日（月） みどりの日 

 ５日（火） こどもの日 

 ６日（水） 振替休日 

 ７日（木） 学用品点検 

１５日（金） １年生を迎える会（わかたけ班で） 

２２日（金） ＰＴＡ本部・実行委員会 

２５日（月） 無記名アンケート 

２８日（木） 全校朝会（放送） 

＊「僕の時間・私の時間」の収録は５月下旬以降に延 

期します。 

＊新型コロナウィルス感染症対策として、行事を大

きく変更するかもしれません。 


