
仁礼小学校            平成 27 年３月１９日

                                    

 

祝 ご卒業おめでとうございます 

例年にない大雪に見舞われましたが、春の訪れが感じられるようになり、本日、卒業の

日を迎えました。6 年生 44 名が元気に、仁礼小学校を巣立っていきます。 

6 年生は、それぞれの思い出を胸に、これから中学で、それぞれ自分の道をしっかり踏

みしめて歩んでいってほしいと願います。 

卒業式で歌った『旅立ちの日に』の歌詞にあるように 

いま 別れのとき 

飛び立とう 未来信じて 

弾む若い力信じて 

このひろい  このひろい 大空に 

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。卒業生の明日に幸多かれ

と願います。 

 

今年度末をもって転任される先生方  

これまで、ありがとうございました  
春は旅立ちの季節であると同時に別れの季節でもあります。今年度まで本校に在籍した先生方ともお

別れする時がまいりました。それぞれの先生は、勤務された期間は長短ありますが、この仁礼小学校にか

けた情熱はたいへん熱いものでした。これまで仁礼小の子どもたちのために本当にありがとうございました。 

転任・退職する先生方は以下の通りです。 

 

担 当 転任・退職員 転 任 校 

２年仁組担任 牧 文美 須坂市立日野小学校 

４年礼組担任 町田 真弓 長野市立柳原小学校 

６年仁組担任 川上 久美子 須坂市立日滝小学校 

６年礼組担任 柳澤 和彦 佐久市立切原小学校 

和組はるにれ担任 宮﨑 文野 長野市立吉田小学校 

養護教諭 清水 真由美 退職 

支援員 小山 絢子 須坂市立相森中学校 

 

保護者の皆様・地域の方々には、本校の教育に対してご支援をいただきありがとうござ

いました。心から感謝申し上げます。 

保護者の皆様には、4月28日（火）PTA 歓送迎会で、あらためてご挨拶させていただき

ます。 



【校長講話より】 

3 月 19 日卒業式には、卒業生の皆さんは楽しい思い出も悲しい思い出もいっしょに仁礼小

学校を卒業していきます。１～５年生の皆さんも学年が１つ上がる準備をしています。 

 今日は「命」についてちょっと話します。 

 今、痛ましい事故や事件が続き、「命」が簡単に失われています。これではいけないと思

います。私たち一人一人は大きなことはできないけど，小さなことはできると思います。 

 

さて，この方はマザー・テレサ（1910 年～1997 年）です。マ

ザー・テレサさんは、カトリック教会の修道女で，飢えた人、家

のない人、体の不自由な人、病気の人、必要とされることのない

すべての人、愛されていない人、誰からも世話されない人のため

に働きました。弱い人を助ける活動をして，世界中から愛された

人です。 

ある時、マザー・テレサさんに「世界平和のために何をしたら

いいですか」と聞いた人がいました。テレサさんは、なんと答え

たと思いますか？ 

それは「帰って家族を大切にしてあげて下さい。」と答えたそ

うです。なんて素敵な答えだと思いませんか？ 

実現不可能なかっこいいことではなく，誰にもできそうな，しかも，家族を大切にできる

人なら，家族以外の人にも優しくできそうなことです。 

皆さんも家族を大切にしてください。 

 

もう１つできそうなことがあります。１１月に親子人権講演会があって，山﨑浩先生に来

ていただいて，ピアノを弾きながら金子みすずの詩を歌ったり，人権の話をしていただきま

した。そのお話の中で山﨑浩先生は「手のひらに太陽を」のお話をしてくれました。 

私は「手のひらに太陽を」の歌は知っていたけど，お話を聴いて一気にこの歌を好きにな

りました。もう一度，この歌の詩を考えてみたいと思います。 

手のひらに太陽を 

                  作詞 やなせ たかし  作曲 いずみ たく 

ぼくらはみんな 生きている 

生きているから 歌うんだ 

ぼくらはみんな 生きている 

生きているから かなしいんだ 

手のひらを太陽に すかしてみれば 

まっかに流れる ぼくの血潮（ちしお） 

ミミズだって オケラだって 

アメンボだって 

みんな みんな生きているんだ 

友だちなんだぼくらはみんな 生きている 

ぼくらはみんな 生きている 

生きているから 笑うんだ 

ぼくらはみんな 生きている 

生きているから うれしいんだ 

手のひらを太陽に すかしてみれば

まっかに流れる ぼくの血潮 

トンボだって カエルだって 

ミツバチだって 

みんな みんな生きているんだ 

友だちなんだ 



 

ミミズ，オケラ，アメンボ，トンボ，カエル，ミツバチ，スズメ，イナゴ，カゲロウ，み

んな生きています。もちろん，人間も。みんな友達で，みんな生きていて大切にされなけれ

ばいけない存在です。 

 そして，生きているからこそ，歌ったり，悲しんだり，笑ったり，うれしかったり，踊っ

たり，愛したりできます。生きるって素晴らしいですね。「わたしもあなたも大切」です。

マザー・テレサが家族を大切にしなさいと言いました。そして，付け加えると，友達を自分

を大切にしてください。そんな仁礼小学校にしていきましょう。 

                       （2 月 26 日全校集会より） 

 

体罰をはじめとする非違行為防止の取り組みについて 

 本校では、体罰をはじめとする非違行為防止、職員の綱紀粛正、交通安全意識の徹底、スクール

セクハラ等について職員研修を年間通して行っています。いじめや体罰については、児童対象のい

じめアンケート、保護者アンケートの記述欄等で確認し、対応の体制を整えています。心配なこと

がございましたら、保健室相談窓口、学校職員にご相談ください。教職員の不祥事撲滅に向け、全

職員が気を引き締め、今後も職務を遂行して参ります。 

連 絡 

年度末休み・年度始め休み：３月２０日（金）~４月５日（日）の生活について 

「生活のきまり、学年・学級だより」等で、休み中の生活について、お願いしたとおりですが、長い休みで

すので、規則正しく、怪我・事故のないように安全に生活できるようにお願いします。 

 

 新年度準備について 

新６年生（現５年）は、３月２７日（金）に新年度準備があり、登校日となっています。 

よろしくお願いします。 

 

教科書について 

進級し、新しい教科書が届きますが、教科によっては、二年間使用する教科書があります。また、資料

集や副読本など卒業まで使うものがありますので、年度末に整理してしまわないようにお願いします。 

 

4 月６日（月）の日程 

新６年  登校 ８：0０ 

  新 2 年～新５年登校 ８：２０（いつもより 30 分遅れで集合し登校） 

学級指導          ８：４０～    

始業式         ９：１０～ ９：４０ 

（入学式準備）     ９：４０～１０:２５ 

入学式         １０：４０～11：２０ 

学級指導（片付け等）   11：２０～11：４０ 

下校   ２～５年   １２：１５ ６年生   １２：３０ 

 

学校の日々の様子や情報が HP に掲載されています。ご覧下さい。 

アドレス http://www.nire-school.ed.jp/index.html にアクセスしてください。 

または、「仁礼小」で検索してアクセスしてください。 



お知らせ 

 

平成 27 年度 4 月の予定 今後の予定（3 月 18 日現在） 

 

4 月 6 日（月）  入学式 

4 月 7 日（火）  町別子ども会 

4 月 8 日（水）  避難訓練 

4 月 9 日（木）  一年給食開始 

4 月 14 日（火） 交通安全教室 

4 月 16 日（木） 専門部・PTA 理評会 

4 月 21 日（火） 全国学力学習状況検査（6 年） 

4 月 28 日（火） 参観日 PTA 総会 PTA 歓送迎会 

 

5 月 7～12 日 家庭訪問 

5 月 30 日（土） 運動会 

6 月 6 日（土） 資源回収 

7 月下旬～9 月下旬 体育館改修工事（工事期間体育館使用できません）  

 

現時点の予定です。事情により日程変更があることもありますので、ご了承下さい。 

年間計画は、来年度になって、配付致します。 

 

 

平成 27 年度 体育館改修工事 トイレ改修工事について 

 

来年度、体育館とトイレの改修工事が行われる予定です。夏季休業期間中にあわせて

なるべく、教育活動に支障のないように計画しています。また、児童の安全を第一に考え

て、工程を計画していきますが、体育館の使用ができない期間があることや、工期に応じて

使用できないトイレがあることなど、ご了解いただき、ご協力をお願い致します。 

工事の関係で、夏期休業の期間の延長、それに伴って、他の期間の休業の短縮等

あるかと思いますが、ご了承下さい。 

 

 

PTA 総会・歓送迎会について 

例年、理評会専門部から総会までの日程が慌ただしいということで、来年度は、PTA

総会・歓送迎会を 28 日に設定しました。来年度に入り、通知と歓送迎会の申込みを配布

致しますが、よろしくお願いします。 

卒業学年の保護者の皆さまには、オクレンジャーで、懇親会の申込みを年度内通知し、

3 月 31 日までに参加不参加の返信をしていただきますので、よろしくお願いします。 


