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夢や希望をはぐくみ個性を生かして学ぶ児童の育成
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３学期スタート ！ 校長 大槻 啓子

新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
ご家庭で楽しく過ごした冬休みも終わり，子供たちは元気に登校し，３学期がスタートしました。冬休み中の

ご家庭でのご協力・ご支援に感謝申し上げます。
９日の始業式には，３ KS（みかさ）について子供たちに話しました。
３つの Kとは，「希望」「感謝」「健康」，３つの Sとは「Smile」「Study」「Sports」ということです。
３学期は，１年間の学習の振り返りやまとめをしていくだけでなく，自分自身の成長を確かめたり，新しい学

年への準備を進めたりする大切な学期です。上の学年は下の学年のお手本となつけられるように，特に６年生は
最高学年として後輩に良い姿を見せてくれているので，さらに小学校のまとめをしっかり取り組み，卒業までの
日々を悔いの残らないように過ごして欲しい。
そのために，「希望」をもって夢や目標に向かって努力し，今の生活が当たり前だと思わないで，学校に来て友

達と遊んだり勉強できる「感謝」の気持ちを忘れず，「健康」で一日一日を大切にして頑張って欲しい。そして「Smile」
で「Study」や「Sports」にがんばって欲しい。困難なことがあっても，乗り越えられるよう先生もお家の方や地
域の方たちもいつも応援しています。
子供たちが３ KS を忘れず生活できるよう，職員一同支援をしていきたいと思います。保護者の皆様・地域の

皆様には，三笠小の教育目標達成のため，そして子供たちの安心安全のために今年もご理解とご支援をお願いい
たします。

【 三笠小学校の子ども達 学級のいじめ防止標語 ※子ども達がこれから真剣に取り組んでいきます。 】 【
※下述のクラス毎の標語は，本年度から設置された児童の中央委員会で提案され，全校児童で行った「いじめ防止フォーラム」において発表されたものです。 １２月の行事 】

１－１ １－２ １－３ １－４ １－５ １２／８ 校内持久走大会
いじめを しない みんな たいせつ やさしさが１ばん♡ いじめは だめだよ にこにこ えがおで 保護者の皆様，応援ありが

させない みんな ともだち なかよく たのしく アイ アイス なかよしさん とうございました。
ゆるさない たすけあおう！

２－１ ２－２ ２－３ ２－４ ２－５
たのしく やさしく みんなが 思いやりをもって しっぱいは みんな友だち
みんななかよし やさしく せいこうのもと
三笠っ子 する 三かさ小 なかよく行どう ともだちのしっぱい いつでもいっしょ

「ごめんね」 「いいよ」で いっしょにたのしく わらわない
３－１ ３－２ ３－３ ３－４

いじめだめ みんななかよし 同じことでも いじめはね
きらわれちゃうよ 友だちのいいところを 言い方を気をつければ 人の心を １２／１３ ミニコンサート 子ども達 １２／１３ ベルマーク作業
友だちに みつけよう いじめなし きずつける は，とっ PTA のお

４－１ ４－２ ４－３ ４－４ １２／１５ てもノリ 母さん方、

いじめない 分かり合う いじめなし ありがとう ケータイ安全教室 ノリで一 細かで時間

なかまはずれにしない 一人一人が ごめんなさい スマホでの， 緒 に 歌 のかかる仕

へりくつをいわない こせいもち みんなのえがお 相手の気持ちを考えて いじめ等のトラ い，楽し 事をお昼過

ずるをしない みんなやさしい三笠小 気持ちよい生活を ブル防止を学び い時間を ぎまでして

しらないふりしない 大切に ました。 過ごしま 下さいまし

５－１ ５－２ ５－３ ５－４ した。 た。

いやなことされる，自分の悪口を言われる 思いやり 三笠小 言葉のつぶて
めいわくなことをされるのをなくして なかよくする 石のつぶてより痛いから １２／１１ 三笠幼稚園と１年生の交流 １２／１８４年生の総合的な学習の時間
・・・くるしかったら・・・ 助け合い 優しい気持ちが いじめだめ １年生は 中津さん

そう談して いい学校つくるため 一生懸命準 を お 招 き

うれしくなる 楽しくなる 学校生活 いじめをなくす 備してこの し，福祉に

６－１ ６－２ ６－３ ６－４ 日を迎え， ついて理解

いじめをなくして だれ一人も 思いやり 思いやりは お兄さんお を深める学

見捨てず みんなが仲良し いじめをなくす 姉さんとし びをしまし

助け合おう 思いやりをもち 三笠の子 第一歩 て張り切り た。

仲良くする ました。

２月行事予定 （Ｈ３０．１．５現在）
１（木）ｓｃ飯箸先生来校
２（金）避難訓練 中学校入学説明会（鹿島中・平井中・大野中）
３（土）
４（日）
５（月）
６（火）
７（水）
８（木）児童英語検定（５・６年生）
９（金）市教育相談員松丸先生来校
10（土）
11（日）建国記念の日
12（月）振替休日
13（火）
14（水）学校保健委員会 三笠地区連絡協議会
15（木）ｓｃ飯箸先生来校
16（金）
17（土）
18（日）
19（月）
20（火）
21（水）
22（木）学年末授業参観・懇談会（高学年）
23（金）学年末授業参観・懇談会（低学年）
24（土）
25（日）
26（月）
27（火）
28（水）

１月行事予定
１（月）元日
２（火）
３（水）
４（木）
５（金）
６（土）
７（日）
８（月）成人の日
９（火）始業式 給食開始
10（水）
11（木）学力診断テスト（３～６年）ｓｃ飯箸先生来校
12（金）学力診断テスト（３～６年）
13（土）
14（日）
15（月）
16（火）
17（水）市教育相談員松丸先生来校
18（木）
19（金）
20（土）
21（日）
22（月）
23（火）
24（水）鹿嶋市教育会研究発表会 １３：２０下校
25（木）なわとび記録会 ｓｃ飯箸先生来校
26（金）
27（土）
28（日）
29（月）薬物乱用防止教育（４～６年）
30（火）
31（水）
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☆


