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教育目標

○よく学ぶ子（知）

もうすぐ卒業・修了

○明るい子（徳）

○健康な子（体）

そして進学・進級へ

来週から３月に入ります。今年度も残すところ、あと一月
です。学 校では １月 から ３月 までの 約３ か月 間、今 年度
の学 習面 や生活 面の まと めと、 進学 ・進 級の 準備を して
いく 期間 と位置 づけ 取り 組んで きま した 。６ 年生は ３月
２４ 日の 卒業の 日ま で、 １～５ 年生 は３ 月２ ５日の 修了
の日 まで 、いよ いよ ラス トスパ ート です 。
２ 学期 後半開 始の 日に 「自分 の将 来の 夢や 希望に 向か
って 、自 分に合 った めあ てや目 標を 立て 、２ 学期後 半は
さら に『 行動・ 実行 』し ていき まし ょう。」とい う話 を
しま した 。子供 たち は、 行動・ 実行 に移 すこ とがで きた
でし ょう か。自 分の めあ てや目 標を 達成 でき たでし ょう
か。
こ れま で勉強 や遊 び、 数々の 教育 活動 等を 通して 、色
々な こと に挑戦 ・チ ャレ ンジし 、多 くの こと を学び 、子
供た ち一 人ひと りが 大き く成長 した １年 であ ったと 思い
ます 。
ご 家庭 におい ても 、お 子様の １年 を振 り返 り頑張 りを
認め 、褒 めてい ただ きた いと思 いま す。
も うす ぐ卒業 ・修 了、 そして 進学 ・進 級で す。や り残
しが ない ように 最後 まで 一生懸 命が んば るこ と、そ して
思い 出を いっぱ い作 り『 有終の 美』 を飾 って ほしい もの
です 。保 護者の 皆様 には １年間 本当 にお 世話 になり まし
た。 今後 ともご 支援 ご協 力をお 願い いた しま す。

委員会活動 引き継ぎ
６年生から５年生へ バトンタッチ！
2/21(月）委員会活動引き継ぎ式がありました。６年生の皆
さん、１年間本当にありがとうございました。６年生から５
年生へ委員会活動がバトンタッチされました。引き継ぎ後は
５年生が中心となり委員会活動を運営していきます。委員会
によって活動時間は朝、お昼、放課後など様々ですが、５年
生の皆さん、これからよろしくお願いします。
５年生は次年度の学校のリーダーとして、城西小学校のみ
んなが楽しく気持ちよく学校生活が送れるように学校内外の
様々な活動に積極的に取り組んでほしいものです。
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卒業を祝う週間(～4日)
委員会活動6校時5,6年

児童朝会(委員会認証式)
人権を考える日
お話朝会(放送)
下校時刻変更1年13:30下校 異文化交流4の3
下校時刻変更1年13:30下校 異文化交流4の1

学期末事務整理週間(～18日)
下校時刻変更全児童14:55下校
食育の日
音楽朝会
夜間パトロール(城西小→首里中)
第3土曜日｢おきなわ地域教育の日｣
第3日曜日｢家庭の日・ファミリー読書｣

春分の日(公休)
年度末清掃6校時6年
卒業式リハーサル(2～3校時)6年
卒業生見送り式(5校時始業前)
卒業式前清掃5校時(3～5年)
全児童下校時刻14:55
卒業式6年(給食なし)
1～5年は休業日
修了式(1校時) 離任式(4校時)
(給食なし)

新2～6年(給食あり)

8日(金)

もうすぐ満開

本校の花いっぱい運動は、もうすぐ満開の花を咲かせつつ
あります。現在、中庭やあわ石広場でインパチェンス、ベゴ
ニア、サルビア等が花を咲かせています。卒業・修了を間近
に控え、３月には体育館周辺を草花で飾り、門出を祝いたい
と思います。

下校時刻全児童13:45予定

入学式新1年

新2～6年(給食あり)

下校時刻全児童14:55予定

新型コロナウイルス対策

継続中

本県においてはまん延防止等重点措置が解除されま
したが、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、
本校では今後も継続して感染拡大を防ぐためにコロナ
対策に努めていきます。
感染症の状況が落ち着くまで、引き続き各家庭にお
かれましても感染防止対策に努め、適切に対応されま
すようお願いします。

おめでとう
花いっぱい

下校時刻全児童12:30予定

年度末清掃1～5年
26日(土) 春休み(～4/6) 12日間
4月7日(木) 新任式、1学期始業式

城西っ子の活躍

2/10(木)に表彰朝会を行いました。城西っ子は対外
的な各種コンクール・競技大会等で多くの子が優秀な
成績を収めています。図画、作文、書道、科学作品、
読書感想文・画、シンクロ、テニス、レスリング等、
多方面での活躍は頼もしい限りです。
これからも城西っ子の活躍を大いに期待しています。

