
 

 
 

さあ、新たなステージにジャンプアップだ！    校長  住  吉    聡  
 
 ３月１８日、８８人の卒業生が学び舎を巣立っていきました。

その成長した姿、その凜とした態度、その堂々とした振る舞いを、

今回は、しっかり、育ててくださったお家の方に見ていただくこ

とができました。小学校生活６年間の集大成です。  

 校長の話は３分。その中で、卒業生に次のようなエールを贈り

ました。  

◆卒業、それは、ゴールではなく、希望に満ちた未来に向けてのスタートでもあります。 

「迷わず前に！恐れず前に！」。あなたらしさを存分に発揮して、あなたらしい人生を創り出してください。  

◆不安になったら、「大丈夫！大丈夫！きっとうまくいく」と自分を励ませ。  

 つらくなったら、「大丈夫！大丈夫！あと少しの我慢だ」と自分を励ませ。  

 へこんだ時には、「それがどうした！大丈夫！大丈夫！」と自分を励ませ。  

 何があっても、何度失敗しようと、にっこり笑って、「只今、成長中！」と大声で叫べ。 

 そして、本当に困ったときには、遠慮しないで大人を頼れ。大人は、そのためにいるんだよ。  

◆みなさんの未来へと続く道が、幸せをたくさん感じられる「ハッピーロード」となることを、七小のすべての先

生方と一緒に、強く、強く、願っています。 

 ３月２４日、修了式。学校の１年のゴールです。コロナ禍の中での１年。子どもたちに

も様々な不安や困難があったことでしょう。♥それでも、子どもたちは、たくましかった。

大人以上に、「今できること」をしっかりやっていた。「やる気スイッチ」をＯＮにして

意欲的に取り組む姿を見せてくれた。「自己ベスト」を更新し、変容していく姿を見せて

くれた。３学期は、「ありがとう」の言葉をたくさん聞くことができた♥新年度への期待

が膨らみます。  

 一方で、先日開催された「学校運営協議会」では、『「学校は楽しい」の質問に、「そ

うではない」の回答が 12.8％あることが気になりますね』というご意見をいただきました。 

私たちは、すべての子どもたちにとって、学校は安心できる場であり、友達や先生から認

められる場であり、自分らしさを思いっ切り表現できる場でなければいけないと考えます。

新年度に向けて、私たちに課せられた重要な課題です。すべての子どもたちが、「幸せ（安

心）」を感じながら学び、活動できる学校を目指し全職員で努力して参ります。  

 雪解けが進み、暖かくなってきました。春の訪れを感じます。登校時の子どもたちの様

子に、すぐにわかる変化があります。全体に学校到着時間が早まっています（つまり、遅刻が減りまし

た）。歩くスピードが速くなりました。走っている子もいます。何と、半袖の子もいます。

あいさつの声が大きくなりました。春の息吹とともに、子どもたちの「やる気スイッチ」

もＯＮになっているようです。見ているだけでさわやかな気持ちになります。  

 新学期のスタートは４月６日です。１つずつ学年が上がり、新たな教室で、新たな仲間

や先生と、新たな学校生活が始まります。「大丈夫、大丈夫、きっと楽しくなるぞ」と期

待に胸を膨らませて、元気いっぱい登校してほしいです。全職員で子どもたちを最高の笑

顔で迎えます。ご家庭でも、新たなステージにジャンプアップするお子さんを励ましてあ

げてください。優しく、力強く背中を押してあげてください。  

 この１年間、保護者、地域の皆様には、本校の教育活動に対し温かいご支援をいただき

誠にありがとうございました。新年度も七小を応援してください。  
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日 曜 日課・行事等 

1 木 【帰宅時刻 16:00 春休み】 

2 金 新６年登校日(9:30-11:00) 

3 土   
4 日   

5 月 【帰宅時刻 17:30 4/6～9/30】 

6 火 
●着任式/始業式(1h)下校 10:15 ●入学式 11:00 

街頭指導① 集団登校①開始(2-6年) 

7 水 

午前授業(給食×下校 12:00)  

集団登校①開始(1年) 1年集団下校①10:25  

街頭指導② 

8 木 
午前授業(給食×下校 12:00) 1年集団下校②

10:25 街頭指導③ 

9 金 
給食開始(2～6年) 1年集団下校③10:25 2～6年

4時間授業 街頭指導④ 

10 土   

11 日 
 

12 月 
1年 3時間授業(下校 11:25～20日) 

2・3年 4時間授業(～20日) 街頭指導⑤ 

13 火 
4～6年 5時間授業(～20日) 清掃開始 

歯科検診①(1-3年 8:30) 

14 水 耳鼻科検診①(6年 13:00) 

15 木 二計測①(1年 2h/2年 3h/3年 4h) 

16 金 二計測②(4年 2h/5年 3h/6年 4h) 

17 土   

18 日   

19 月 特別委員会(書記局・代表委員) 視力検査①(6年) 

20 火 歯科検診②(4-6年 8:30) 

21 水 
個人懇談① 4時間授業 視力聴力検査②(5年) 

 1年生給食開始 

22 木 
個人懇談② 4時間授業･視力検査③(4年) 

入学おめでとう PJ(～30日) 

23 金 個人懇談③ 4時間授業 尿検査①10:20回収  

24 土   

25 日   

26 月 
個人懇談④ 4時間授業 視力聴力検査④(3年) 

朝学習開始 

27 火 個人懇談⑤ 4時間授業 視力聴力検査⑤(2年) 

28 水 個人懇談⑥ 4時間授業 視力検査⑥(1年) 

29 木 【祝日】昭和の日 

30 金 
個人懇談⑦ 4時間授業 聴力検査(1年) 

 自転車教室(3年) 

5月の主な予定 

6 木 防犯(2・4・6年)・交通安全(1・3・5年)週間～14日まで 

10 月 参観・懇談(2・4年:5h/分散開催)  

11 火 参観・懇談(1・6年:5h/分散開催)※6年欠 1 

13 木 参観・懇談(3・5年:5h/分散開催)※欠 1 

17 月 委員会①  防災週間(地震避難訓練～28日) 

19 水 耳鼻科検診③(1年 13:00) 

21 金 
1～4年春の遠足(弁当/帰着 14:00) 

 5・6年通常授業(給食) 

25 火 内科検診①(5-6年 13:00) 

26 水 耳鼻科検診④(3年 13:00) 

27 木 全国学力学習状況調査(6年/国・算・理・質問紙) 

28 金 春の遠足(予備日)⇒4年 5時間授業  

 

 

   

 

本校のHP（ホームページ）をご覧ください。 
令和３年度の①日課表、②新しい教室、③４月日課変更、④集団登校の出発時刻（場所や

時刻に変更ある地域あり）等を明日２５日（木）、HPに掲載します。ぜひ、ご覧ください。 

子どもたちの笑顔がいっぱ
いの１年間でした。楽しい毎日
を送ることができたのも、保護
者の皆様のご理解やご協力の
おかげです。本当にありがとう
ございました。 村井智子 

【函館市立柏野小学校】 

１年間という期間でしたが
明るく元気な子どもたちと楽
しく学校生活を送ることがで
きました。ありがとうござい
ました。小笠原英緒 

【大中山小学校へ】 

教職生活最後の２年間を七
小で過ごすことができて幸せ
でした。退職後も「子どもが幸
せになる学校コミュニティ」づ
くりのお手伝いができればと
思っています。ありがとうござ
いました。住吉聡 【退職】 

素直で優しい子どもたちと毎
日楽しく過ごせたのも保護者の
皆様の温かいご支援・ご協力の
おかげです。六年間、本当にお
世話になりました。ありがとう
ございました。田中眞美 
【北斗市立久根別小学校へ】 

子どもたちの笑顔、保護者の方
たちの笑顔、先生方の笑顔、いっ
ぱいの笑顔があふれるこの学校
で過ごすことができて、本当に幸
せな２年間でした。短い間でした
が、今までありがとうございまし
た。渋谷智美 

【函館市立駒場小学校へ】 

可愛らしくて元気な子どもた
ちと毎日楽しく過ごすことがで
きました。保護者の皆様のご支
援・ご協力のおかげと思っており
ます。４年間大変お世話になりま
した。ありがとうございました。
松居裕子 

【厚沢部町立鶉小学校へ】 

４年間お世話になりました。
明るい笑顔がいっぱいの子ど
もたちと楽しい毎日を送るこ
とができました。たくさんのみ
なさんに支えていただきまし
て、本当にありがとうございま
した。嶋田陽介 

 

七小のかわいい子どもたち
と過ごした９年間。たくさん
の思い出をありがとうござい
ました。 
大和昌子 

【大中山小学校へ】 

子どもたちや保護者の方から
たくさんの事を教えていただ
き、充実した９年間でした。本
当にありがとうございました。
池田希巳枝 

【大中山小学校へ】 


