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笑顔であいさつ

根気よく学び

思いやりの心をもつ

尼崎市立武庫南小学校
校長 小寺山 道久

思いの詰まった３月
さて、３月 は卒業 式、修 了式と大 き な節目と
なる式典を迎えます 。６年生はあと ２ 週間ほど
の登校で卒業を迎え 、１年生から５ 年 生も卒業
式の後、１週間ほど で修了式を迎え ま す。 ６年
生の皆さんは数え切 れない思い出を 胸 に旅立っ
ていくことと思いま す。ちょっと過 去 の自分を
ふりかえってみてく ださい。きっと た くさんの
出来事があり、それ を乗り越えてき た ことに気
づくはずです。それ ぞれ違う道のり で したが、
今はみ んな 同じ ゴール （卒 業） を迎 えます 。卒 業式 では、 関わ って くれ たたく さん の
方々へ の感 謝 の 気持ち を込 めて 、成 長した 自分 の晴 れ姿を しっ かり と見 てもら いま し
ょう。
１年生 から ５年 生の 皆さん も過 ごし てきた 学校 生活 を振 り返り 、 で きる ように な っ
たこと 、ま だ頑 張らな くて はい けな いこと の確 認と とも に 、自 分自 身を 支えて くれ た
家族、友達、先生方へ感謝の気持ちをもって新しい学年に進級しましょう。
保護者 の皆 様に は 日頃 から お子 様の 健康管 理に 気を 配 り学 校に 送り 出し ていた だき 、
ありが とう ござ いまし た。 来年 度こ そはお 子様 の学 校での 活躍 を見 てい ただく 機会 を
確保し てい きた いと思 って いま す。 さらに 、Ｐ ＴＡ の代表 の方 々に は朝 のふれ あい 運
動を通して子どもたちの安全な登校を支援していただき、また、
「武庫地区シルバーふ
れあい の会 」や 図書ボ ラン ティ ア、 スポー ツ２ １、 補導員 など 地域 の方 々 には 本校 の
教育活 動を 陰な がら支 えて いた だ き 、心よ り感 謝申 しあげ ます 。今 後と も、ど うぞ よ
ろしくお願いいたします。

結果だけではなく経過も大切にしましょう
冬季オリンピックが北京で開催され、日本人もたくさんの選手が活躍していました。
メダル を獲 得す ること はも ちろ ん素 晴らし いこ とで すが、 選手 やチ ーム のオリ ンピ ッ
クに至 るま での ストー リー （過 程と か道の り） にも 目を向 けた いで すね 。武庫 南っ こ
の皆さ んも 結果 だけで はな く、 それ までの 努力 をし っかり と認 め合 える ように なっ て
ほしいです。パラリンピックでも様々なストーリーを期待しましょう。

笑顔は周りの人に元気を与える
児童会の役員選挙では多くの立候補者が、
「元気なあいさつ、笑顔であいさつ」を広
めたい と話 して くれま した 。ま た、 児童会 のア イデ アで「 あい さつ チェ ック」 を実 施
しまし た。 朝、 正門で はい つも に増 して、 笑顔 で元 気よく あい さつ をし てくれ る武 庫
南っこ に嬉 しく なりま した 。ぜ ひ、 朝だけ では なく 廊下で 出会 った とき 、帰る とき な
ど出会 った すべ ての方 に、 自信 をも って笑 顔で あい さつし てく ださ い。 皆さん の笑 顔
は間違いなく周囲のみんなを元気にしてくれますよ。

