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新一年生この交流会
3月 1日 (水)に来年度茶花小学校に入学予定のこ

ども園の園児と1年生との交流会を行いました。 1年
生が学習の流れや学校行事をわかりやすいように説明

をしていました。また学校探検を行い上級生のお兄ち

ゃんお姉ちやんと言葉を交わすなどしていました。学

校探検の後は,体育館でゲームをしながら楽しい時間

を過ごしていました。入学式には,みんな元気に参カロ

して欲 しいと思います。

授業参観。学級PTA・学校保健委員会
お忙しい中,授業参観 学級 口■ 及び学校保健委

員会への参カロありがとうございました。

授業参観では,一年間をとおして一人一人の成長

の跡が見られたかと思います。また,こ れまで行事

の度に担任 と一緒に学級のことについて仕事をされ

てきた学級委員の皆様ビ苦労さまでした。

学校保健委員会では, 20分間とい う短い時間に

今年度の反省及び来年度の保健テーマについて話合

いをしていただきありがとうございました。来年度

もこれまで同様 PTA保体部を中心に子どもたちの健

康についてよりよい意見交換ができればと思います。

今年度学校行事や学校のことに取 り組んでいただ

いた保護者の皆様 ミッシークトー トゥガナシ。

ユンアカ′ι夕大会 ・̈来年こ群 。
2月 12(日 )に第 10回与論ユンヌカルタ大会

が砂美地来館でありました。学校でも年間をとおし

てカルタに取り組んでいました。今年度も多くの子

ども会が参加 し,熱戦をを繰 り広げていました。茶

花小からも子どもたちが参

加 しました。来年こそはど

の子ども会も優勝を目指し

て頑張つて欲 しいと思いま

す。
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旅立ちのこき
校 長  鶴日 幸伸

早いもので本校に赴任 して 1年が経 とうとしていま

す。振 り返れば,本 当に充実した 1年で,こ の学校に

来られてよかつたとつくづく思います。子どもたち,

職員,そ して,保護者や地域の方々,こ こで出会えた

皆さんに心から感謝 しています。

しかし,時の流れは,こ の温かい環境や人のつなが

りにも変化をもたらします。 4月 から一緒に過ごして

きた 140名 の子どもたちと,17名 の教職員。こうして

ともにいられるのも残 りわずかになつてきました。

また,卒業の日を迎える6年生,中学 3年生,そ し

て島立ちを迎える多くの高校 3年生,ま た仕事上異動

される方々にとつてはなおさらのことでしょう。新し

い環境の中へ自信をもつて旅立って欲 しいと願つてい

ます。

まだ行つたことのないところへ足を踏み入れるのは,

どんなところだろうか, どんな人が待つているのだろ

うかとい う不安,新 しいものへの期待,様々な感情が

渦巻くことでしょう。

知 らない場所や知 らない人に出会 うとい うこと,そ
れは一つの「冒険Jです。ふとしたことで心にとまつ

た人を「どんな人だろう,も つと知 りたいなJと 思い
,

だんだん友情を深めていく過程も,「 冒険Jに違いあ

りません。人は未知のものにで会いたいとい う欲望を

もつていると思います。だからこそ旅をしたり,人 を

も,感動 したり,面 白いことを体験 したりもできるの

です。そ ういう中で出会った人のことは一生忘れ られ

ないものだし,いいときも悪いときもずつと友達でい

られるものです。私はバックパックーつで,ブータン
,

ネパール,イ ンドを一月ほど旅 したことがあります。20

年ほど前のことですが,今でもそれは新しいつなが り

を生み出してくれています。

人が生きていくと言 うことは,未知のものとの出会

いの繰 り返 し違いありません。 4月 は誰もにとつて ,

新 しい「冒険」の始まるときです。それがどのような
「冒険」になるかは一人一人の心一つです。わくわく

する気持ちを膨 らませ,新 しい環境を迎え入れて欲 し

いと願っています。きっといい出会いが待つているは

ずです。



たくさんの思い出を胸に¨。あBIJれ遠足
2月 24日 (金)に 6年生を送る会とお別れ遠足がありました。 6年生を送る会では,各学年 日頃の感謝を

演奏や寸劇などの出し物で表現 したり,学級で考えたプレゼントを手渡していました。また,「全校 ドッジボー

ル大会Jでは,全児童一緒になって活動しました。お別れ遠足では,コ ースタル リゾー トヘ移動し,自 分で作

つたお弁当を友達と楽 しく会話をしながら食べていました。

6年生は, 3月 23日 (木 )に第 98回卒業式が行われます。小学校の学び舎を後に与論中学校へ巣立って

行きます。「島立ちJを見据え,中学三年間で基礎固めをして欲 しいと思います。最後に,これまで子どもたち

を温かく見守つていただいた地域の皆様にお礼を申し上げます。今後とも子どもたちヘビ支援とご声援をお願

いします。

チャレンジかごしま発表会
2月 22日 (水 )に ,こ れまで取 り組んできた 「

ャレンジかごしまJの発表会が行われました。それ

れの学年で種 日と目標を決め

て 1年間頑張つてきました。

また,多 くの保護者の方に見

ていただく中で,プ レッシャ

ーも感 じていたと思いますが,

みんな満足する結果を残すこ

とができました。以下は種日と結果です。

1年  レッツ短縄

2年  レッツ短縄

3年  長縄エイ トマン

4年  長縄エイ トマン

5年  長縄エイ トマン

6年  長縄エイ トマン
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ヨロンマうソンヘの感謝のはか毒
冬休みをとお して,シーガラスや

サンゴを拾い, コロンマラソンのラ

ンナーの方へのメッセージを書いて

います。先のヨロンマラソンでは盛

会のうちに終わりましたが,ラ ンナーの方から,お礼

のはがきが届きました。どのはがきも与論島のよさや

マラソン大会への思いが綴られていました。

安全・安心をあιlがこうごさいました
3月 13日 (月 )「感謝の気持ちを伝える会Jを児童

個人は,「茶花北老大会 J

「奄美信用金庫 Jス クール

ガー ドの町俊策 さんの 2団

体 1個 人でした。子 どもた

ちの登校・ 下校に際 し,一
年間見守 りをしていただき

ありがとうございました。

091MQ00,く 鰯

4月の主な行事予定
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百蕉布のみ0さんお疲れ様でした
3月 9日 (木 )は ,最後の読

み聞かせの会でした。本校の読

書活動に大いに貢献 していただ

き,本好きな子どもが増えまし

た。おかげさまで多くの児童が

日標とする読書冊数をこえるこ

とができました。 1年間子どもたちのためにありがと

うございました。

あBIJれバじ―・サ,fl一大会
3月 11日 (土)か ら 12日 (日 )に かけて少年

団のお別れバレー サッカー大会がありました。

6年生にとっては,最後の大会となり,思い出深

い大会となつたかと思います。以下が結果です。

Oバ レー少年団

Aチーム A級優勝  Bチ ーム B級第 2位

○サッカー少年団

アンダー12 第 3位 アンダ 10 第 3位 アンダー8 第 2位

日 曜 行 事

6 木 新任式 始業式・入学式

7 金 身体計測

11 火 学級 P■ヽ

14 金 1年生を迎える会,授業参観,P‐ 総会 ,

学級

“

■,PTA歓迎会

17 月 集団下校訓練

火 全国学力 学習状況調査 (6年 )

19 水 交通教室

26 水 家庭訪問 (茶花 1班 )

′́Ｚ^ 木 家庭訪 F・N(茶花 2班 )

０
０Ｚ^ 金 家庭訪間 (立長)

集会の時間に行いました。


