
 

 

 

 

 

 

 
 
道をつくる           校長 齊 藤  玲 子 

   

「僕の前に道はない 僕の後ろに道はできる…」 
 
朝、玄関を出て新雪が積もった道を歩くとき思い出すのは、この高村光太郎の詩「道程」です。

今年の冬は、まさしく「僕の前に道はない」という状態の日がたくさんありました。除雪が追い
つかず、ひざ以上に雪が降り積もった歩道を、雪を踏みしめながら登校してくる子供たち。その
先頭を雪をかき分けながら歩く６年生の通学班長の姿は、まさしく「僕の後ろにできた道をつい
てこい」と背中で呼びかけているようでした。また、ある大雪の朝、学校に最初に登校してきた
５年生が玄関にいた私の顔を見ると「今日雪よかししますか？」と聞きました。きっとまだ誰も
始めていない除雪をするのが心細かったのだと思います。「お願いしたいな。」と答えると、そ
の子はさっとランドセルを玄関前の廊下におくと、一人で除雪をしに外に出て行きました。する
と、その後に登校してきた５・６年生は、その子の姿を見ると何も言わずに自分たちもすぐにラ
ンドセルを置くと除雪を始めました。最初に除雪を始めた子供の姿が、後に続く子供の道しるべ
になりました。 

６年生の子供たちは、４月から中学校へと進学します。また、４月になると新しい１年生が、
小学校に入学してきます。新しい世界へと進む子供たちにとって、未知の世界へと踏み出すこと
は勇気がいることです。でも、一歩を踏み出すことで、そこに足跡がつき、道ができていきます。
共に歩く仲間がいると、その道はより太く自信をもって歩ける道になります。ぜひ子供たちには、
勇気をもって一歩を踏み出し、道を切り開いていってほしいと願っています。 

「道程」の詩は、「ああ、自然よ父よ 僕を一人立ちさせた広大な父よ 僕から目
を離さないで守ることをせよ 常に父の気魄を僕に充たせよ この遠い道程のた
め この遠い道程のため」と続きます。未来へと続く新たな道へと踏み出す子供たちを、
これからも見守り応援していきたいと思います。保護者・地域の皆様も、子供たちの応援をよろ
しくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目指す子供の姿 具体目標 １学期 ２学期 ３学期 

 １０分間で自分の考

えを学年に応じた分

量で書く子供９０％

以上 

86% 82% 95% 

 清掃用具を正しく

使い、集中し協力

し合って清掃に取

り組む子供９０％

以上 

86% 90% 84% 

 
廊下や階段を右側

歩 行 す る 子 供  

１００％ 
76% 88% 83% 
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・毎週水曜日のスキルタイムを「書く力パワーアップ

タイム」と名付け、全校で統一して、短作文を書く学

習に取り組みました。様々な取組みを工夫し、実践を

積み重ねたことで、３学期には、目標値を達成できま

した 

・２、３学期は、月、火、木曜日を異学年の「縦割り
清掃」を実施した。異学年同士で教え合い、協力して
清掃しようという意識を高めることができました。週
末には、自分の教室は自分たちで整えようという意識
を高めるため、金曜日は「横割り清掃」を実施しまし
た。それにより、月曜日に向けて学校環境を整えるこ
とができました。 

・毎月、第３週目を右側歩行強調週間と設定し、児童

保健委員会で、右側歩行を呼びかけ、右側歩行調査及

びその結果を掲示しました。また、児童保健委員会が、

右側歩行の大切さを劇で発表しました。さらに、右側

歩行を意識できるように、右側歩行をしている子供に

シールを配布し、学級ごとに「命の花を咲かせましょ

うカード」に貼り掲示し、「右側歩行名人になろうよ

カード」に記入するなど取組を工夫しました。 



 
ＰＴＡ教育講演会が行われました（２／１８） 

 
ＰＴＡ教育講演会では、「SNS の安全な利用 ネットショップ等に潜 

む危険を知ろう」と題して、金融広報アドバイザーの古村理栄子先生か 
らお話を聞きました。 
子供たちのインターネット使用状況について紹介され、ネットゲーム 

やネットショッピングでのトラブルについて具体的に説明していただき 
ました。そして、被害に遭わないための方策やもし被害に遭ったときの 
対処方法について教えていただきました。 
 

 

 
 １２月に募集した挨拶標語に多数の応募があり、審査の結果、最優秀賞の２点が２月１８日に表彰さ
れました。今年度は、最優秀賞作品を印刷した「のぼり旗」と「たすき」を作りました。挨拶運動の際
に設置し、今後も挨拶運動を盛り上げていきたいと考えています。 

〈一般の部〉 

賞 応 募 標 語  名 前 

最優秀賞 あいさつで つなぐ 広がる 庄南の輪  岩原由利子 

〈児童の部〉   

賞 応 募 標 語  名 前 

最優秀賞 笑顔そえ 心をそえた あいさつを ５の１ 齊藤 万愛 

優秀賞 あいさつで つながるこころ ちいきのわ ２の１ 飯田 莉帆 

優秀賞 あいさつで 笑顔のリレー まちじゅうに ４の１ 末永 大翔 

佳 作 ふしぎだね あいさつすると いいきぶん １の１ 堂田 悠乃 

佳 作 「おはよう」で えがおをつくる しょうなんっ子 １の２ 池田 悠樹 

佳 作 あいさつは 朝の元気を つくります ３の１ 原田 莉子 

佳 作 庄南の 空まで届け こんにちは！ ６の１ 佐伯 楓真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
富山県小中高校生書初大会 
 特選 ３年 長谷川 和音 

４年 飯田 倖華 
５年 淸原 理穗子 
６年 安念 杷夏 前川 綾花 

小学生図画コンクール 
 富山県教育会賞   １年 田島 空大 
砺波市交通安全標語コンクール 
 優秀賞  ３年 藤田 亜子  

４年 藤井 美波 
      ４年 安念 拓朗 
砺波市ジュニアバドミントン大会 
 ダブルス  
４年以下の部  ３位 ３年 原田 莉子 

 清水 菜乃沙  
５年の部  ２位 ５年  淸原 理穗子 

 横山 日咲 
６年の部  ３位 ５年  附木 美桜  

６年 金子 芽句 
  6 年の部  ３位 ３年 川田  榛 
シングルス 

 ３年以下男子 ２位 3 年 川田  榛 
３年以下女子 2 位 3年  清水 菜乃沙 
       3 位 ３年 原田 莉子 
５年女子   2 位 5年 附木 美桜 
       ３位 ５年 淸原 理穗子 
６年女子   １位 ６年 金子 芽句 

3/２日（金）集金振替日  
卒業おめでとう集会 
新校外班・通学班集会 

５～９日 ふるさと庄南挨拶運動(6 年) 
７日（水）６限なし 
６～７日 ベルマークの日 
９日（金）通学班集会 

１１日（日）地域合唱の会 
１３日（火）卒業式予行 
１４日（水）６限なし 
１６日（金）卒業式 
２２日（木）給食終了 ６限なし 
２３日（金）修了式 
２５日（日）～学年末休業 
２８日（水）離任式 
 
4/５日（木）新任式 始業式 
６日（金）入学式 
９日（月）給食開始 

１５日（日）庄南スポ少結団式 
２１日（土）学習参観 PTA 総会 

引渡し訓練 
ＰＴＡ歓送迎会 

２３日（月）振替休業日 
２４～２７日 家庭訪問 
 
 

〈制作したのぼり旗とたすき〉 

〈PTA 教育講演会の様子〉 


