
平成２７年 ３月２３日（月）森中央小学校だより１８号 【教育目標】

玖珠町立森中央小学校「 」よく学び よく遊べ

校 長 石井 誠吾（善学善遊）

私の好きな句を二つ紹介します。初めの山頭火の句は、学校だより第１５号で紹介

しました。鮫島さんの句は、その続きみたいな感じがして折にふれて口ずさんでいま

す。人生のほとんど半分を放浪の旅に費やした山頭火ですが、山中の分かれ道をどち

らへ行っても道端には必ず花が咲いていたことでしょう。我もまた同じ。

「この世に客に来たと思えば何の苦もなし。気ながく心穏やかにして終う 」。

～平成２７年度児童会役員～
新年度の児童会役員が決定しました。来年度から

役員の任期は１年間となります。これまでは１１月

くらいに後期児童会役員と交代していましたが、後

期役員の任期が短いため公約を果たしにくいという

課題がありました。さらに、秋の運動会の応援団に

なりたいため、児童会役員になることを避ける傾向

もありました。したがって、来年度からは、児童会

役員と応援団を兼務可能とします。任期が１年間になり役員のみなさんは大変だと思

いますが 「楽しい学校、みんなが笑顔になる学校」をめざして頑張ってください。、

○会 長 山﨑（彩）さん（６年生）

○副会長 森 （星）さん（５年生） 帆足（い）くん（４年生）

○議 長 有馬（寧）くん（５年生） 重光（星）くん（４年生）

○書 記 生野（来）さん（５年生） 河野（徹）くん（４年生）

～立派です おそうじ名人たち～！
森中央小学校では、１～６年生の縦割り班で

清掃を行っています。学校のめあては「だまっ

て、時間いっぱい掃除をする」です。各班の班

長（６年生）が、自分の班内で特に掃除をがん

ばっている人を 「おそうじ名人」として全校、

集会で紹介しました。

○１班長：穴井（観）くん

名人① 日隈（翔）くん（１年生）

（推薦理由）いつもしゃべらず、隅っこ掃除も

できているから。

暢神
ち よ う し ん

（山頭火）さて、どちらへ行かう 風がふく
さんとう か

（鮫島芳子）行く道に 花の咲かない 道はなく
ゆ

名人② 梶原（倖）くん(２年生)

（推薦理由 「カクカク拭き」ができていて、進んで隅々まで拭いていたから。）

○２班長：河野（梨）さん

名人① 藤本（菜）さん（１年生）

（推薦理由）ぞうきんの拭き方が上手で、最後まで隅々を拭いているから。

名人② 小幡（美）さん(４年生)

（ ） 、 。推薦理由 静かにしゃべらず並んでいて いつもきれいに掃除をしているから

○３班長：熊谷（龍）くん

名人① 穴井（春）くん（３年生）

（推薦理由）いつも一生懸命静かに掃

除をしているから。

名人② 重光（星）くん（４年生）

（推薦理由）前よりも掃除を頑張って

やっているから。

名人③ 見良津（拓）くん（１年生）

（推薦理由）いつも真面目に時間いっ

ぱいやっているから。

○４班長：陶山（慎）くん

名人① 井上（遊）くん（１年生）

（推薦理由）いつも一番ていねいにぞうきん拭きができているから。

名人② 吉平（陽）さん（３年生）

（推薦理由）掃除にとりかかるのが早く、きびきびしているから。

○５班長：髙田（礼）さん

名人① 佐藤（綾）さん（４年生）

（推薦理由）いつもていねいに隅々まで拭いているから。

名人② 小幡（優）くん（３年生）

（推薦理由）掃除のチャイムが鳴ると同時に拭き始めているから。

○６班長：中村（優）くん

名人① 甲斐（夕）くん（３年生）

（ ） 。推薦理由 ぞうきんで隅々まで拭いているから

名人② 梅木（魁）くん（１年生）

（推薦理由）時間いっぱい掃除しているから。

○７班長：井（琉）くん

名人① 稗田（友）さん（２年生）

（推薦理由）いつもすばやくとりかかり 「カクカク拭き」をしているから。、

名人②秋吉（祥）くん(１年生)

（推薦理由）隅々まで拭いていて、机も一生懸命に運んでいたから。

※裏面に続きます。



○８班長：穴井（寿）くん
名人① 佐藤（凜）くん（２年生）
(推薦理由）机をしっかり運んで、そ

「 」の後床を カクカク拭き
しているから。

名人② 秋吉（純）くん(３年生)
（推薦理由 「カクカク拭き」をちゃ）

んとしていて細かな所ま
で拭いているから。

名人③ 幸野（ひ ）くん（５年生））
（推薦理由）しゃべらずまじめに頑張

っているから。
○９班長：橋本（健）くん
名人① 石井（幸）くん（１年生）
(推薦理由）いつも静かに掃除ができている。自分の所が終わったら他のグルー

プを手伝い、一生懸命に掃除ができているから。
名人② 木村（愛）さん（４年生）
（推薦理由）いつもとりかかりが早く、進んで掃除をしてくれている。低学年の

手本になっているから。
○１０班長：後藤（和）くん
名人① 衛藤（佳）さん（４年生）
(推薦理由）まったくしゃべらずに掃除をしているから。

名人② 高井良（総）くん（５年生）
（推薦理由）時間いっぱい掃除をしているから。

○１１班長：帆足（そ）くん
名人① 長尾（飛）さん（６年生）
（推薦理由）ふざけている人がいたら自分から注意するから。

名人②笠（颯）くん(１年生)
（推薦理由）ぞうきんで「かくかく拭き」を頑張っていたから。

○１２班長：財津（奈）さん
名人① 井（凱）くん（３年生）
（推薦理由）いつもみんなより先にぞうきん拭きや机運びを頑張っている。だま

って一生懸命に掃除をしている。
名人② 日隈（結）さん（４年生）
（推薦理由）ゆらさんは、特に机運びをてきぱきやっているし、ぞうきん拭きも

隅々まで拭いていていつも頑張っています。
○１３班長：相良（治）くん
名人① 筒井（ま）さん（４年生）
（推薦理由）おしゃべりをせず、真面目に拭いている。バケツも自分でちゃんと

用意し、片付けもできているので良いです。
名人② 梶原（彩）くん(５年生)
（推薦理由）自分の掃除場所が終わったら、素早く別の場所を手伝えているので

とても良いです。

○１４班長：中田（妃）さん
名人① 財津（咲）さん（３年生）
（推薦理由）いつも自分から進んで掃除をしていて、１年生が困っていると優し

く声をかけています。
名人② 菅原（栞）さん（１年生）
（推薦理由）いつも静かに自分から掃除をしていて、時間があまった時には隅っ

こなどを拭いています。
○１５班長：有吉（か）くん
名人① 長田（飛）さん（１年生）
（推薦理由）１年生だけど、２～５年生でしゃべっている人がいると、自分から

も注意してくれるし、６年生にも報告してくれます。ぞうきんの拭
き方は誰よりも上手です。

名人② 小畑（か）さん（５年生）
（推薦理由）いつも誰よりも静かに掃除をしている。ほうきで隅々まで掃いてい

る。机も一番に運んでくれるし、６年生になったらもっと活躍して
くれると思います。

○１６班長：木村（文）さん
名人① 櫻井（優）さん（３年生）
（推薦理由）いつも静かに掃除をしてい

て、ぞうきんで「カクカク
拭き」を頑張っています。

名人② 川野（羽）さん（４年生）
（推薦理由）いつも最初にとりかかり、

ていねいに拭けていて、み
。んなのお手本になっています

○１７班長：松本（楽）くん
名人① 櫻井（亮）くん（１年生）
（推薦理由）りょうじくんは、いつも静かに掃除をしています。待っているとき

も、反省しているときも静かにしています。
名人② 山上（慶）くん（３年生）
（推薦理由）けいごくんは、隅々まで拭いていて、自分の掃除場所が終わったら

すぐに違うところに行って掃除をしています。
○１８班長：神田（琉）くん
名人① 森（星）さん（５年生）
（推薦理由）ほづきさんは、いつもてきぱきと掃除をしていて、低学年に優しく

注意してくれたりするのでとても助かります。
名人② 穴井（遥）さん（１年生）
（推薦理由）はるなさんは、いつも早く来ていて、とても静かに待っています。

ぞうきん拭きも、しゃべらずにきちんとできています。

「おそうじ名人」３８名のみなさんは、全校のお手本です。毎日毎日、一生懸命
に掃除をするのは大変なことですし、誰にでもできることではありません。班長
さんから名人に推薦されたことを誇りに思ってください。目立たないところで真

( )面目にこつこつと頑張ることは、とても立派なことです。ありがとう ^_^



平成２７年 ３月３０日（月）森中央小学校だより１９号 【教育目標】

玖珠町立森中央小学校「 」よく学び よく遊べ

校 長 石井 誠吾（善学善遊）

～伝統をつないだ卒業生たち～
、 、３月２４日 平成２６年度卒業証書授与式が

厳粛な空気の中で挙行されました。４７名の卒

業生たちは、私が読み上げる卒業証書をしっか

り受け取ることができました。緊張した子ども

たちの目を見ていると、運動会や修学旅行など

これまでのことが思い出され、胸にこみ上げて

くるのもがありました。右の写真は、証書を受

け取る濱田（梨）さんです。

「岩扇山に朝の風 光る岩肌美しく～」

式の冒頭、卒業生や在校生、教職員や保護者、来賓の方々みんなで歌った校歌は最

高でした。式後、来賓の方々から「感動的な卒業式でした 「いい卒業式でした 「歌」 」

がよかった 「元気で大きな声が出ていて気持ちがよかった 「卒業生の態度がきちん」 」

としていました」などの感想が聞かれました。私も同感でした。卒業式が終わると、

心にぽっかり穴が開いたような気持ちになりました。多くの方々をそんな気持ちにさ

せたのは、今年の６年生たちが森中央小学校の新しい伝統を作るために真剣に頑張っ

てくれたからでしょう。詳しくは、裏面にある私の式辞に載せています。

、 、これまでの先輩たちの思いを受け継ぎ 森中央小学校の伝統をつないだ卒業生たち

！！立派でしたね 中学校へ行ってもがんばって( )^_^

暢神
ち よ う し ん

＜卒業生を出迎える担任の野村先生・増永先生＞ ＜卒業記念品贈呈：財津（有）さん＞

＜卒業生４７名の呼びかけ（感謝・決意）＞ ＜卒業生合唱「旅立ちの日に…」＞

～平成２６年度 修了式～
３月２６日、修了式が行われました。全校を代表

して、５年生の小川くんと児童会長の山﨑さんが今

年度の反省と新年度の抱負を発表しました。小川く

んは、卒業した６年生に恥じないように４月からは

最高学年として全校生のお手本になれるように頑張

ると目標を語ってくれました。新６年生たちなら、

きっとまた森中央小学校の伝統をつないでくれるは

ずです。一人一人の力は弱く小さくても、みんなの

！！力を一つに合わせれば大きなパワーになります。心を一つに、新６年生たち

写真は、担任の増田先生から通知表をもらう２年生の松井くんです。みなさん、進

級おめでとう 「よく学び よく遊べ （善学善遊）で４月からも頑張りましょう。( )^_^ 」

２年間お世話になりました。このたびの人事異動で日田市へ転勤になりました。子どもたち

と別れるのはとても辛いですがどうしようもありません。森中央小学校の弥栄 を（いやさか）

。 。 。（ ）祈念しております ご支援・ご協力誠にありがとうございました さようなら 石井誠吾


