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皆様 ありがとうございました

学校の梅や水仙も咲き始め、春の確かな訪れを感じる今日、令和２年度須坂市立日滝小学校の卒業証
書授与式が行われました。６年生４６名が元気にこの日滝小学校を巣立っていきました。６年生の皆さ
んご卒業おめでとうございます。
今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休業があったり、行事を縮小したりと大
変な１年間でしたが、日滝小学校の顔として、活躍してくれた６年生。日々の学習、児童会の当番活動
や清掃に精一杯取り組む姿は、在校生にとって目標であり、憧れでした。特に、今年の児童会は、コロ
ナ禍でどのように進めていけばよいのか先の見えない中で、コロナに負けない児童会活動として、工夫
された企画が満載でした。そんな６年生の姿は、在校生が必ず引き継ぎ、さらに次へとつないでいって
くれると思います。そんな６年生に心から感謝します。ありがとうございました。
これからはそれぞれ自分で選んだ道をしっかり踏みしめて歩んで行くことになります。卒業証書授与
式で歌った『旅立ちの日に』の歌詞にあるように・・・。
「

いま 別れの時 飛び立とう 未来信じて
弾む若い力信じて この広い この広い大空に

」

保護者の皆様、地域の皆様、卒業生は広い世界に自らの力を信じて飛び立っていきます。どうぞこれ
からも温かく見守っていただきますようお願いいたします。
卒業生のこれからに幸多かれと願います。

３月１０日（水）に、児童会を６年生から引き継いだ５年生が、初めて企画・運営する「６年生を送る
会」が行われました。コロナ禍のため、教室で６年生の思い出スライドショーを見た後、南北の校舎や渡
り廊下、中庭へ移動し、呼びかけと歌を歌いました。とても感動的で心温まる「６年生を送る会」になり
ました。

～ ３ 学期終業式

校長講話

～

今日で４８日間の３学期とともに令和２年度が終わります。あとはこれから行われる卒業式を残すだ
けとなりました。３学期は、次の学年に上がるための大事な学期ですと始業式にお話ししました。そし
て、３学期に心がけてほしいこととして「あいさつ」
「ありがとう」
「チャレンジ」の３つのこともお願い
しました。
高学年のスキー教室、今年度初めての授業参観、児童会の引き継ぎ、６年生を送る会などの行事があ
りましたが、あっという間の３学期でした。３つのお願いだけでなく児童の皆さん自身で決めた目標に
ついてもどうだったでしょうか。校長先生自身は、「タブレットを使いこなせるようになる。」という目
標を作りましたが、なかなかうまくいきませんでした。この目標は来年度も続けていきたいと思ってい
ます。児童の皆さんも、目標の振り返りをしっかりやって、よかったことはさらによく、うまくいかなか
ったことは少しでもよくなるように頑張っていきましょう。
さて、今日は学年の終わりでもあります。昨日は全員が通知票をもらったと思いますが、いかがだっ
たですか。これで全員が次の学年に進級することになりました。それぞれの学年の皆さんにメッセージ
を伝えたいと思います。
はじめに１年生。入学してすぐにお休みとなってしまい、学校や勉強のこともよくわからないまま１
学期を過ごし、とても不安だったと思います。しかし、だんだんと学校にも慣れ、よく遊び、よく学び、
元気に過ごすことができました。いろいろなことができるようになりました。２年生になれば新しい１
年生が入学し、お兄さんお姉さんになりますね。少し立派になったところを見せられるといいですね。
２年生。外で元気に遊ぶ姿が印象的です。運動発表会ではダンスの発表もありましたが、１年生をリ
ードして動く姿に大きな成長を感じました。また、乗り物遠足で電車に乗って出かけたことは楽しい思
い出になりましたね。これでクラス替えとなって、４月からは新しいクラスになります。教室も２階に
なるので楽しみですね。
３年生。明るくて元気な３年生です。今年から理科や社会、総合といった新しい教科が始まりました。
リコーダーや習字も初めてでしたね。今年度は日滝の地域めぐりや給食センター見学など、外に出る機
会も多くなりました。１年間の学習はどうだったですか。３学期から児童会の活動も始まり、来年から
は高学年となります。ますます元気に充実した生活を送ってほしいと思います。
４年生。私が日滝小学校に来て初めて一緒に遊んだのが４年生。積極的で優しい４年生です。４年生
になると、勉強も難しくなり、やるべきことも多くなりました。それでも学年・クラスのみんなが助け合
って乗り越えてきたんだと思います。１年経って高学年としての雰囲気が高まってきたように感じまし
た。４年生も４月からは新しいクラスです。小学校最後のクラスとなります。楽しみにしていてくださ
い。
５年生。落ち着きとやる気に満ちた５年生です。５年生とは、明覚山登山に行ってきました。熊よけの
鈴や大きな歌声で楽しい登山ができました。３学期になり、児童会を引き継ぎ、先週は心温まる６年生
を送る会を作ってくれました。学校のリーダーとしての自覚と自信を感じます。４月からはいよいよ最
高学年になりますね。大いに期待しています。
そして６年生。小学校生活最後の大事な１年間でしたが、コロナ禍による制約だらけの１年となって
しまいました。しかし、その中で自分たちにできることを探り、創意工夫をこらしてみんなが楽しめる
１年間を作ってきてくれました。６年生の活躍が日滝小学校の歴史の１ページを飾ってくれたと思いま
す。特に、修学旅行は大きな思い出となりました。学校の顔として引っ張ってきてくれた６年生に感謝
です。ありがとうございました。
明日から４月５日までは春休みとなります。暖かくなって外で活動することも多くなります。気持ち
も緩みがちになります。新型コロナウイルス感染予防はもちろん、健康や交通安全に気をつけて、楽し
く充実した休みにしましょう。そして、新学期には新しい学校、学年、クラスで新しい出会いをしましょ
う。
これで校長先生のお話を終わります。

先生方 ありがとうございました
春は旅立ちの季節であり、別れの季節でもあります。今年度まで本校にお勤めいただいた先生方とも
お別れする時がまいりました。それぞれの先生方が勤務された期間に長短はありますが、この日滝小学
校にかけた情熱は、どなたも大変熱いものでした。転任される先生方に感謝の思いを込めて改めてお礼
の言葉を贈ります。
『本当にありがとうございました。』これからの先生方の人生に幸多きことを祈りま
す。転任される先生方は以下のとおりです。
伊藤ふき代（１東担任）
：須坂市立仁礼小学校へ
野澤由理香（２東担任）
：長野市立裾花小学校へ
米山 蒼野（２西担任）
：須坂市立豊洲小学校へ
岩崎 哲史（４東担任）
：須坂市立小山小学校へ
中澤 光 （４西担任）
：高山村立高山小学校へ
田中 みき（音楽専科）
：高山村立高山小学校へ
吉澤 美代（養護教諭）
：飯綱町立飯綱中学校へ
山口葉名子（事務職員）
：須坂市立日野小学校へ
鶴田 順子：ご退職
土屋 和子（スクール・サポート・スタッフ）：ご退職
３年間、自然豊かなこの日滝小学校でお世話になりました。温かい保護者の皆様に支えられ、柔ら
かな心をもつ子どもたちと共に、日々学校生活を楽しく過ごすことができましたことを本当に感謝し
ています。今も子どもたちの笑顔やがんばる姿が心に浮かび、ほっこりと癒されています。今後は、
少し離れた場所からになりますが、これからも日滝小学校の子どもたちを応援していきたいと思って
おります。ありがとうございました。
１年東組担任 伊藤 ふき代
４年間お世話になりました。日滝小学校の子どもたちは、素直で優しく、元気いっぱいでかわいら
しかったです。そんな子どもたちと過ごした４年間、毎日充実した日々を過ごすことができました。
楽しく、そして素敵な思い出がたくさんできました。これも保護者の皆様、地域の皆様に、様々な場
面において、支えていただいたおかげだと思います。ありがとうございました。
２年東組担任 野澤 由理香
３年間ありがとうございました。教師となり、初めての学校がこの日滝小学校でした。はじめは少
しドキドキしたことを覚えています。しかし、明るく元気で、色々なことに取り組む子どもたちから
沢山のパワーをもらい、とても充実した３年間でした。また、PTA の皆様には多大なるご理解とご協
力をいただきました。大変お世話になりました。
日滝小学校の皆さんのご健康とご活躍を祈っています。
２年西組担任 米山 蒼野
日滝小学校にお世話になって、もう６年の歳月が過ぎました。長いようでいて、あっという間の６
年間でした。学級にすると４つのクラスを担任させていただきましたが、どのクラスも明るくて素直
な子どもたちばかりで、本当に楽しい日々を過ごさせていただきました。保護者の皆様、地域の皆様
にはいつも温かく支えていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。
６年間本当にありがとうございました。
４年東組担任 岩崎 哲史
日滝小学校で７年間お世話になりました。緑多く、歴史深いこの日滝の地で、心豊かな子どもたち
と一緒に過ごさせていただいた日々は一年一年が宝物です。そして保護者の皆様、地域の皆様の温か
なまなざしにも感謝いたします。ありがとうございました。
どうぞお元気で。またどこかで会える日を楽しみにしています。
４年西組担任 中澤 光
７年間という長い間、大変お世話になりました。前半は学級担任として、また、後半の４年間は専
科という立場で、大勢の子どもたちとかかわらせていただいたことが、私の大きな財産です。校歌に
あるように“真理と美とを求めつつ”進む子どもたちから、多くのことを学ぶことができました。保
護者の皆様、地域の皆様にも温かく支えていただき、ありがとうございました。感謝申し上げます。
音楽専科教諭 田中 みき
３年間お世話になりました。明るく素直で時には、やんちゃな面を見せる子どもたちと楽しく過ご
すことができました。新型コロナウイルス感染症予防対策では、おうちの方々にも協力をいただき乗
り切ることができました。ありがとうございました。４月からは、学校から見える北信五岳の一つ、
飯縄山のふもとにある飯綱中学校にお世話になることになりました。あちらの方から、日滝小学校を
眺めながら元気に過ごしたいと思います。
養護教諭 吉澤 美代
どれだけのお友だちが職員玄関を通過し、どれだけのお友だちが事務室を訪ねてきてくれたでしょ
う。その子たちの成長を見守る日々が幸せでした。
３年間、そんな気持ちを届けてくれたみなさんに感謝です。
ありがとうございました。
事務職員 山口 葉名子

～３月・４月の予定～
３月１９日（金）～４月５日（月）
：春休み
２３日（火）
：学級編制発表
新１年生学級編制発表
１３：００
低学年昇降口前
新１学年学級ＰＴＡ結成 １３：１５～
東組：理科室
西組：視聴覚室
新３年生学級編制発表
１４：００
高学年昇降口前
新３学年学級ＰＴＡ結成 １４：１５～
東組：図書館
西組：家庭科室
新５年生学級編制発表
１５：００
高学年昇降口前
新５学年学級ＰＴＡ結成 １５：１５～
東組：理科室
西組：視聴覚室
２３日（火）
：新旧 PTA 役員引き継ぎ会 １７：３０～ 視聴覚室
３０日（火）
：新５・６年生登校日
新５年生 ９：００～１０：２５
新６年生 ９：００～１２：００
４月 ６日（火）
：１学期始業式 入学式
児童登校
８：００
学級指導
８：２５～ 体育館入場 ８：４０
１学期始業式 ８：４５～ ９：００
学級指導
９：００～ ９：４０
２～５年生下校９：４５
６生生入場
９：４５
保護者入場
９：５０
新入生入場 １０：０５
入学式
１０：１０～１０：５０
６年下校
１１：２０
１年学級指導１０：５５～１１：５０
１年下校
１２：００
９日（金）
：PTA 新専門部会
１７：３０～１８：２０（年間計画の作成完成）
印刷（PTA 担当職員）１８：２０～１８：４０
理事・評議員会①
１８：４０～１９：４０
１６日（金）
：授業参観日
学年・学級懇談会
PTA 総会
参観授業
１４：００～１４：４５（５校時）
児童下校
１５：００
PTA 総会
１５：００～１５：４０
学年・学級懇談会 １５：４５～１６：４５
１７日（土）
：学級会長研修会（参加者：PTA 正副会長・学級会長会の長）
会場：須坂市生涯学習センター３階ホール（旧名称 須坂市中央公民館）
日程：受付９：１５～ 開会式９：３０～ 終了（予定）１２：００
※人数制限があるため学級会長さんの参加はありません（ PTA 正副会長さんと学級
会長会の長の方のみ参加します）
。
３０日（金）PTA 理事会② １８：３０～ 視聴覚室
※ご来校時は、マスク着用で、上履きをご持参ください。なお、新型コロナウイルスの感染状況によ
り、予定を変更させていただく場合がございますので、ご承知置きください（その都度通知いた
します）。

本年度の、保護者・地域の皆様のお力添えに、心から感謝申し上げます。これからも、変
わらぬご支援、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。事故や事件のない楽しい春
休みにしてください。４月６日（火）には、元気な皆さんに会えるのを楽しみにしています。

