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平 成１ ９年４ 月９ 日（ 月）

進級おめでとうございます
か わい いふ きの とうの 顔が あち らこ ちら に見ら れる よう にな りま した。 寒い 冬の 間に パ

ワー をた めて おき、 勢い よく 背伸 びし てい るかの よう です 。春 です ね。春 爛漫 の季 節を 迎

え、 晴れや かな 新年 度のス ター トを 切るこ とが でき まし た。

春 とい えば 、出会 いの 季節 。新 しい 教室 との出 会い 、新 しい 先生 との出 会い 、新 しい 担

任の 先生 との 出会い ・・ ・縁 あっ て５ 年生 のみな さん ・そ して 保護 者のみ なさ んと 一年 間

お世 話にな るこ とに なりま した 。ど うぞよ ろし くお 願い いたし ます 。

担任紹介

個 人情報 満載 です ので削 除さ せて いただ きま す。

の由来
日 本語 に直 訳する と「 我々 は、 行う こと ができ る」 にな りま す。 新しい こと 、苦 手な こ

とに チャ レン ジし、 でき るよ うに なる には 相当の 覚悟 と努 力と 根性 が必要 なと きが あり ま

す 。（ 年 齢を 重 ねる ご とに つく づ く思 い ます 。） 若い 皆 さん だ から こ そ、 体力 も ある し な

んで も吸 収で きます 。● 新出 漢字 を使 って 作文が 書け たよ ● 計算 の仕方 がわ かっ てい ろ

いろ な計 算を 一人で でき たよ ● イン ター ネット を使 って 調べ たい ことを 一人 で探 せた よ

●針 と糸 を使 って小 物が 作れ たよ ● 授業 中今日 は合 計１ ０回 発表 できた よ ●大 きな 声

で校 長先 生に 朝の挨 拶が でき たよ ● 部活 でレギ ュラ ーに なれ たよ ●友 達と 仲良 く遊 べ

たよ ● がま んでき たよ ● 集中 して 話が 聞けた よ など この 一年 間で一 つで もで きる よ

うに なった こと が増 えてほ しい と思 い 、通 信の タイト ルを にし ました。

※決 して私 は英 語が 得意だ から 英語 のタイ トル をつ けた のでは あり ませ ん。

皆さ んの を 楽し みに、 私も 指導 して いきた いと 思い ます。

時間割
１０ 日（火 ） １１ 日（ 水） １２ 日（ 木） １３ 日（金 ）

集会 読書 タイ ム 読 書タ イム 読 書タイ ム 読書 タイ ム

行事 午 前授業 午 前授 業 交通 安全 教室 午 前授業

登下 校指 導 登 下校 指導 ※先 生方 が

町 内児 童会組 織会 体 位測 定 市教 研のた め

１校時 学活 国語 算数 国語

学 級役 員・係 決め 授 業開 き 小数 ぼ くに は ぼく

の道 があ る

２校時 算数 理科 社会 書写

授 業開き 授 業開 き 授 業開 き 硬筆

３校時 町 内児 童会組 織会 体 位測 定 交通 安全 教室 家 庭科

授 業開き

４校時 学活 道徳 交通 安全 教室 ×

係の 組織 会 ドラ えも ん の

声

５校時 × × × ×

６校時 × × × ×

バス １３ ：３ ５ １ ３： ３５ １ ５：０ ０ １１ ：３ ０

※行 事等 で時間 割が 変更 にな る場合 があ りま す。ご 了承 くだ さい。

明日持ってくる物
①歯ブ ラシ ・コ ップ ※明 日か ら給食 が始 まり ます 。

②子供 用連 絡帳 ※明 日持 ってく る物 等を 子供 たちが 自分 で書 くため の物

で す。 毎日持 たせ てく ださ い。

③大人 用連 絡帳 ※担 任か ら書く 日も あり ます 。毎日 持た せて くださ い。


